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前章で掲げた施策体系に基づき、５つの基本目標のもと具体的な施策を掲げ、各施策にお

ける行政の責務ならびに市民・事業者の役割を明示します。 

 

 

■ページの見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①基本施策：５つの基本目標ごとに設定した取組の柱。基本施策は全部で１６あります。 

②取組の方針：基本施策に取り組む際の基本的な考え方。 

③取り組むべき課題：基本施策における阿賀野市の現状に即した課題。 

④具体的な施策：当該基本施策のもとで今後取り組むべき個別の施策。 

⑤施策の内容：各施策の具体的な内容。（※は再掲） 

⑥行政の責務：具体的な施策において、行政が今後取り組む事務・事業。（※は再掲） 

⑦市民・事業者等の役割：具体的な施策において、市民及び事業者が果たすべき役割等。（※

は再掲） 

 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ ⑦ 
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（１）取組の方針 

 

●地震や水害などの大規模な災害は長期的・広域的に甚大な被害を引き起こし、環境に及

ぼす影響も大きいことから、防災・減災に関する安全・安心対策の強化に努めます。 

●有害な化学物質や農薬などの適正使用と管理を徹底し、大気や水、土壌、地下水などの

汚染を防止し環境への影響を極力減らすとともに、公害防止対策を進めることにより、

人の健康や快適な生活環境の確保、生態系の維持・保全を図ります。 

●放射性物質＊対策については、国の基準に則して厳格な検査・管理体制を維持するとと

もに情報開示に努めます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 

【 防災対策 】 

・地域の災害履歴や自然特性を考慮した各種計画の策定や環境教育の充実。 

・災害緊急時における迅速かつ適正な広域連携とＢＣＰ＊の構築。 
 

【 土壌・地下水汚染、有害化学物質＊への対応 】 

・定期的な水質調査の徹底及び水質保全に係る情報公開。 

・公共施設のアスベスト＊飛散対策（解体等における飛散防止や工事手法の情報公開）。 

・有機農業＊先進地として、農薬と化学肥料は極力使用しない、あるいは適正な使用にとど

める等、地域一体となった協定的な取組。 

・事業活動で取り扱う、あるいは排出する有害化学物質＊について、環境マネジメントシス

テム＊や、事業者間との連携協定などによる管理徹底。 

・放射性物質＊に対する安全性の確保・周知。 
 

【 その他公害対策への推進 】 

・定期的な大気質調査の徹底及び調査精度の向上による大気汚染防止に係る情報公開。 

・環境マネジメントシステム＊などによる、事業者に対する公害をはじめとした全般的な環

境負荷抑制意識の高揚と必要に応じた罰則の厳格化。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

1-1 防災対策の推進による暮らしの安全確保 

1-2 土壌・地下水汚染、有害化学物質＊対策の推進 

1-3 その他の公害対策の推進による快適な環境づくり 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

1-1 防災対策の推進による暮らしの安全確保 

●治山、治水をはじめ、建物の耐震強

化や防災情報発信、防災教育など、

幅広い防災・減災対策を進めます。 

○治山事業、通常砂防事業 

○県営湛水防除事業※、中小河川

整備事業※ 

【市民】 

・防災意識を高めます。 

・住宅の耐震化を進めます。 

・避難所や避難経路を把握しておき

ます。 

・備蓄品を確保します。 

【事業者】 

・耐震性や長寿命化に配慮した工

事に取り組みます。（建設業者） 

・事業所の耐震化を進めます。 

・避難所や避難経路を確保します。

・備蓄品を確保します。 

●局地的な豪雨や竜巻、豪雪など、異

常気象による突発的・限定的な災害

については、広域的な対応により対

処します。 

○県営かんがい排水事業※ 

○雨水排水対策 

○冬季道路交通対策 

○防災・減災及び災害発生時におけ

る総合調整 

1-2 土壌・地下水汚染、有害化学物質＊対策の推進 

●地下水の水質分析・水位観測、土壌

汚染調査の充実に努めます。※

（2-1） 

○河川や地下水等の水質調査の実

施※ 

【市民】 

・節水や、環境負荷の少ない洗剤利

用、風呂水の再利用などを心がけ

ます。 

・水質調査に協力します。 

・放射性物質＊に関する正しい理解

に努めます。 

・ポイ捨てや不法投棄、野焼きは行

いません。発見した場合は関係機

関に連絡します。※ 

【事業者】 

・農薬や化学肥料の使用削減や適

正な使用により、環境保全型農業
＊を進めます。（農業従事者）※ 

・節水を心がけ、事業活動に伴う排

水基準を順守し、適正処理に努め

ます。 

・水質調査に協力します。 

・土壌汚染に関する情報を提供しま

す。 

●化学肥料や農薬などの使用削減と

適 正使用の普 及を進 めます 。※

（5-2） 

○農薬の使用削減及び適正使用※

●有害化学物質＊の毒性や環境基準

について周知を図り、発生時や発生

が懸念される場合は、速やかな情報

提供に努めます。 

○カドミウム・ヒ素の土壌・地下水汚

染対策 

 

●水道水及び上下水汚泥への放射線

物質の影響については、国の基準

に従い、適正な検査や管理を行い、

併せて情報開示を徹底します。 

○放射性物質＊による上下水汚泥の

処理対策※ 

●工場や事業所、施設跡地などでの土

壌汚染状況の把握に努めます。 

○廃棄物処理状況の把握※ 

1-3 その他の公害対策の推進による快適な環境づくり 

●大気汚染や悪臭の防止、騒音・振動

の抑制に向けて、関係機関との連

携・連絡体制を確立します。 

 

○大気環境保全対策 

○騒音・振動対策 

○工場、畜舎から発生する悪臭の監

視、指導 

○ばいじん対策 

【市民】 

・生活騒音や悪臭の防止に努めま

す。 

・エコドライブ＊の実践に努めます。

※ 

【事業者】 

・建設工事を行う際は、低騒音・低

振動型機械の使用に努めます。 

・エコドライブ＊の実践に努めます。

※ 

・住環境に配慮し、事業活動に伴う

騒音・悪臭の防止に努めます。 

●必要に応じて、事業者との公害防止

協定の締結を進めます。 

○事業者との公害防止協定の締結 
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（１）取組の方針 

 

●家庭や事業所における節水・排水対策を積極的に推進するとともに、河川や湖沼、湧水

などの水質管理と保全対策を進め、良質で良好な水質の確保を図ります。 

 

 

（２）取り組むべき課題 

【 水質保全の取組 】 

・多様な生物の生息・生育環境の維持向上に向けた、広域連携による流域の健全な水循環＊

の確保と維持・管理。 

・現存湧水の保全と利活用。 

・油流出事故による異常水質事案において、事故の未然防止を図るための啓発チラシの全戸

配布や、事故時における関係機関との連携による迅速な対応。 

・水質浄化の効率化に資する太陽光などの自然エネルギー＊や再生可能エネルギー＊利用の

検討。（瓢湖での実証実験等をふまえる） 

【 家庭及び事業所での節水・水質保全 】 

・健全な水循環＊の維持・管理及び水質や衛生環境を認識した公共下水道への接続。 

・市民一人ひとり及び事業者の節水や水質保全に対する意識強化。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

2-1 河川、湖沼、湧水などの水質保全 

2-2 家庭、事業所における節水及び水質保全対策の普及と推進 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

2-1 河川、湖沼、湧水などの水質保全 

●河川や地下水の水質分析・水位

観測、土壌汚染調査の充実に努

めます。※（1-2） 

●市民や学校、事業者との協働に

よる定期的な水質調査を行い、

意 識 啓 発 に 役 立 て ま す 。 ※

（3-1） 

●湖沼や湧水の水質調査と、周辺

を含む自然環境の監視・保全の

育成・支援を進めます。 

○河川や地下水等の水質調査の実

施※ 

 

【市民】 

・水質調査に協力します。 

・水質浄化機能の高い植物の保全・育

成に努めます。 

・仮称「水環境クリーン作戦」を実施し

ます。 

【事業者】 

・水循環＊についての理解を深めま

す。 

・水質調査に協力します。 

・水質浄化機能の高い植物の保全・育

成に努めます。 

・仮称「水環境クリーン作戦」を実施し

ます。 

・自然エネルギー＊を利用した省エネ

型の水質浄化対策を検討します。 

●河川や湖沼においては、水生植

物の浄化作用の他、自然エネル

ギー＊を利用した水質浄化を検

討します。 

○自然エネルギー＊を利用した水質

浄化の検討 

2-2 家庭、事業所における節水及び水質保全対策の普及と推進 

●公共下水道整備及び接続促進､

合併処理浄化槽の普及など、生

活排水対策を積極的に進めま

す。 

○合併処理浄化槽設置整備事業 

○下水排水整備、接続率の向上 

【市民】 

・節水や、環境負荷の少ない洗剤利

用、風呂水の再利用などを心がけま

す。 

・公共下水道事業や農業集落排水事

業が予定されていない地域では、合

併処理浄化槽を設置し、適正な維持

管理を行います。 

・供用開始地域では、排水処理施設

に速やかに接続します。 

・家庭内で話し合いを行い、油漏れ事

故防止に努めます。 

【事業者】 

・節水を心がけ、事業活動に伴う排水

基準を順守し、適正処理に努めま

す。 

・公共下水道や農業集落排水事業が

予定されていない地域では、合併処

理浄化槽を設置し、適正な維持管理

を行います。 

・下水道供用開始地域では、速やか

な下水道接続に努めます。 

・油漏れ事故防止に取り組みます。 

●工場や事業所、観光施設などの

排水の監視や適正処理を進め、

節水と水質汚濁防止を強化しま

す。 

○事業所、工場の排水の適正処理・

指導対策の推進 

●油漏れ事故等の人為的ミスによ

る異常水質事案の未然防止を図

ります 

○一般市民、事業所等に対する油

漏れ防止の指導、啓発 
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（１）取組の方針 

 

●良好で快適な生活環境の形成に向けて、大気や水質、土壌・地下水などの監視・観測体

制の維持・充実を図り、環境汚染の未然防止に努めます。 

●事業活動に伴う排水の水質調査と監視を進め、公害などの未然防止に向けた相談・指導

体制の充実を図り、環境保全協定などの協力体制を構築していきます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 

【 環境の実態把握 】 

・定期的な定点観測など、環境変化に応じた柔軟かつ適正な観測・監視体制。 

・住民や事業者との調査連携や情報共有による環境保全意識の高揚。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

3-1 観測・監視体制の充実 

3-2 相談・指導体制の整備 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

3-1 観測・監視体制の充実  
 

【市民】 

・水質・大気質・土壌調査に協力しま

す。 

【事業者】 

・水質・大気質・土壌の各調査に協力

します。 

・騒音や排出ガス規制、排水基準を順

守し、自主規制・基準の導入を検討

します。 

・市と公害防止協定や環境保全協定

の締結に協力します。 

●定点観測・監視体制を充実し、大

気汚染物質や河川などの水質、

土壌環境を把握しその公表に努

めます。 

●工場排水の水質分析やゴルフ場

の農薬調査など、事業活動に伴

う排水や残留農薬などの調査に

よる監視と指導により、汚染の未

然防止に向けた対策を講じます。 

●市民や学校、事業者との協働に

よる定期的な水質・大気質・土壌

調査などを行い、環境保全意識

の啓発に役立てます。※（2-1） 

 

○大気質調査・監視の実施 

○土壌汚染調査の実施 

○河川や地下水等の水質調査の実

施※ 

●工事や事業活動などに伴って生

じる騒音や振動などの公害の監

視、対策の指導を進めます。 

 

○騒音・振動の適正な監視・指導 

●観測データの共有化を図るなど、

事業者との環境保全協定の締結

を進めます。 

○事業者との環境保全協定の締結

○放射性物質＊監視の実施※ 

 

3-2 相談・指導体制の整備 

●環境全般に対する相談体制の整

備に努めます。 

○市民や関係機関との連携・連絡

体制の確立 

○工場や事業所に対する騒音・振

動・悪臭等の相談・指導体制整

備 
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（１）取組の方針 

 

●阿賀野川やラムサール条約＊登録湿地・国天然記念物の瓢湖に代表される潤いのある水

辺や湖沼、水路などの水辺の自然を保全するとともに、市民や来訪者にとって親水性が

高く個性的な水辺空間の整備を進めます。 

●人々が豊かな水の恩恵を享受できるよう流域連携を図るとともに、流域の自然環境や水

資源の保全・再生・適切な利活用により、良好な水辺環境を確保・創出します。 

●水辺環境に関する情報発信やイベント・ツアー等の実施により、水辺に親しむ機会の創

出を図ります。 

 

 

（２）取り組むべき課題 
 

【 水辺環境の保全・活用 】 

・自然の水質浄化作用を理解した親水空間の整備。 

・多様な主体の参加・協力による水辺における生物とのふれあい活動を通じた保全意識の高

揚・取組。 

・ラムサール条約＊登録地としての意義の理解浸透と、その理念に基づいた賢明な利用。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

4-1 多様な清流・水辺環境の保全 

4-2 環境教育・観光資源としての活用推進 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

4-1 多様な清流・水辺環境の保全  

【市民】 

・水辺環境の利活用方法の企画・

運営やイベントなどに参加・協力

します。 

・水辺環境の保全活動に参加・協

力します。 

 

【事業者】 

・河川改修及び親水空間の整備で

は、自然の水質浄化能力に配慮

した工法も検討します。 

・水辺環境の利活用方法の企画・

運営やイベントなどに参加・協力

します。 

・水辺環境の保全活動に参加・協

力します。 

●親水空間の整備にあたっては、

国・県との調整を図りながら、地域

の生態系に配慮し実施します。 

○瓢湖周辺ほか施設整備事業※ 

○水辺環境の保全・整備 

●市民や民間団体、関係機関との

協働による河川・水辺の利活用策

の検討並びに美化活動を進めま

す。 

○水辺の利活用及びクリーンアップ

推進事業 

●流域連携による水辺環境や水資

源の保全・管理・活用に努めま

す。 

○県営湛水防除事業※ 

○中小河川整備事業※ 

○県営かんがい排水事業※ 

4-2 環境教育・観光資源としての活用推進 

●瓢湖をはじめとする各所水辺や河

川流域におけるふれあい、観光を

通して環境保全を進めます。 

○ラムサールブランド＊の価値向上

に向けた取組※ 

（自然や観光における水辺の賢明な

利活用の推進） 

●公園や学校施設、水路、河川など

の一部を利用した生き物の生息

の場（ビオトープ＊）の創出を検討

します。 

○学校ビオトープ＊づくり支援事業※
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（１）取組の方針 

 

●森林の公益的機能＊の重要性を理解・周知し、林業の振興をはじめ、森林を守り育てる

ための人づくりや間伐材の有効利用を進め、市民・事業者の支援や国・県・ＮＰＯとの

連携による森林環境の保全・再生・利活用を図ります。 

●人間生活と自然とのかかわりが深い農地や里山の恵みを活かし、グリーンツーリズム、

ヘルスツーリズム＊、エコツーリズム＊などの新たな取組・観光振興を進めるとともに、

農村景観や生態系、地域文化を守り育てていきます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 

【 森林資源 】 

・森林の保全・活用を通じた関係者連携による森林の多面的機能の理解や、保全意識の高揚・

取組実施。 

・林業の振興及び森林の保全に配慮した林道整備や地元産材の積極利用。 

・除間伐の徹底による森林環境の保全・育成及び間伐材の有効利用。 

・森林レクリエーションや環境教育、クリーン作戦などとの連携によるポイ捨て・不法投棄

防止対策。 

【 農地・里山 】 

・生産緑地としての農地の保全・確保（特に、有機農業＊先進地として全市的に質の高い農

地の保全・確保と荒廃・遊休農地の有効活用）。 

・自然と都市をつなぎ、魅力にあふれた里山の保全・育成及び活用。 

【 身近な緑空間 】 

・個人や地域ぐるみ、事業所などの協力による緑化推進・クリーン作戦等の実施。 

・災害防止や景観形成に有益な屋敷林、寺社林、シンボルツリーなどの保全・育成。 

【 教育プログラム 】 

・学校等や地域における環境教育プログラムの構築と実施。 

 

（３）具体的な施策 

 

5-1 森林資源の適正管理・有効利用 

5-2 農地・里山の保全・活用 

5-3 身近な緑空間の保全・創出・活用 

5-4 環境教育・観光資源としての活用推進 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

5-1 森林資源の適正管理・有効利用 

●除間伐などによる森林環境の整

備や森林資源の適正管理を進

め、森林が有する環境保全機能

（水源涵養、国土保全、景観保

全、レクリエーション、生物生息

環境、CO2 吸収など）の保全・向

上に努めます。 

○林道改良事業、県営広域基幹林

道整備事業 

○松くい虫伐倒駆除事業 

○森林整備事業※ 

○全国森林環境水源税創設促進

連盟参画事業 

【市民】 

・森林の多面的機能についての理

解を深めます。 

・住宅や生活用品などにおいて地

元産材の購入・利用を進めま

す。 

・緑環境クリーン作戦を実施しま

す。 

・ポイ捨てや不法投棄、野焼きは

行いません。発見した場合は関

係機関に連絡します。※ 

【事業者（林業関係者等）】 

・森林の多面的機能についての理

解を深めます。 

・森林地域における開発事業をで

きる限り抑え、開発時は自然改

変の低減に努めるとともに、間伐

材などの再利用を進めます。 

・事業や備品などにおいて地元産

材の活用を進めます。 

・仮称「緑環境クリーン作戦」を実

施します。 

・ポイ捨てや不法投棄、野焼きは

行いません。発見した場合は関

係機関に連絡します。※ 

●森林空間の整備にあたっては、

森林の生態系への配慮を心がけ

ます。 

●農業や企業との連携を考慮した

林業の振興を進めます。 

 

○植生・生態系の実態把握及び保

護 

○農業と林業の連携方策の検討 

○企業の森づくりへの支援 

●人目につきにくい山林や水辺な

どでのポイ捨てや不法投棄、野

焼きの防止対策を強化します。

（9-1）※ 

●地元産材の活用を促進し、森林

環境の保全・向上と一体となった

森林資源の有効利用を図りま

す。 

●地域の自然環境に配慮し、木質

バイオマス＊資源、再生可能エネ

ルギー＊資源などとしての森林の

有効利用を進めます。 

○ポイ捨てや不法投棄、野焼きの

未然防止や意識啓発の実施※ 

○地元産材の加工・流通・販売・Ｐ

Ｒ促進事業 

○森林資源のエネルギーの利活用

推進事業 

5-2 農地・里山の保全・活用 

●農業振興地域整備計画や農業

農村振興計画などに基づき、優

良農地の確保・保全を図ります。

また荒廃・遊休農地の有効活

用、集落営農などの支援を通じ

て、農地・農業の保全・向上に努

めます。 

 

○土地利用の適正な管理・誘導※ 

○優良農地の保全、荒廃・遊休農

地の活用対策の推進※ 

【市民】 

・農地・農業の多面的機能＊の理

解を深めます。 

・農地や里山の保全・管理・育成

に参加・協力します。 

・阿賀野市産の農産物を積極的

に購入します。※ 

・環境保全型農業＊を理解し、参

加・協力します。※ 

・荒廃・遊休農地の所有者は活用

対策に協力します。※ 

【事業者】 

・農地・農業の多面的機能＊の理

解を深めます。（農業従事者） 

・農薬や化学肥料の使用削減や

適正な使用により、環境保全型

●農地・農業の多面的機能＊として

挙げらる国土保全、水源涵養、

自然・生物環境の保全、良好な

景観形成などの維持・向上に努

めます。 

○地域農業システム確立事業・認

定農業者活動支援事業・集落営

農組織化事業 

○中山間地域等直接支払交付事

業 

○農地・水保全管理対策事業 

○水田利活用自給力向上事業・産

地づくり総合支援事業 
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施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

●環境保全型農業＊先進地として、

化学肥料や農薬などの使用削減

と適正使用の普及を進めます。

※（1-2） 

○園芸振興事業 

○農薬の使用削減及び適正使用

※ 

 

農業を進めます。※（農業従事

者） 

・農地・農業の多面的機能＊の理

解を深めます。 

・農地や里山の保全・管理・育成

に参加・協力します。 
●自然環境や野生動物の生息環

境を保全するとともに、猿や猪な

どによる農作物の食害を防ぐた

め、里山の保全・整備に努めま

す。 

○里山の保全・整備 

5-3 身近な緑空間の保全・創出・活用 

●既存の公園・緑地の保全に努め

るとともに、地域の特性に応じた

緑化を進めます。 

○都市公園等保全事業※ 

○水辺環境の保全・整備※ 

○瓢湖周辺ほか施設整備事業※ 

○住宅や事業所、公共施設におけ

る緑化の推進（生け垣、屋上緑

化等）※ 

【市民】 

・生け垣の設置など、緑豊かな住

宅地づくりに貢献します。※ 

・公園・緑地・水辺・街路の緑化活

動に参加・協力します。※ 

・植栽にあたっては郷土樹種を用

いるなど、地域の生育環境や景

観に配慮した樹種の選定に努め

ます。 

【事業者】 

・工場や事業所の敷地における緑

化を進めます。※ 

・公園・緑地・水辺・街路の緑化活

動に参加・協力します。※ 

・植栽にあたっては郷土樹種を用

いるなど、地域の生育環境や景

観に配慮した樹種の選定に努め

ます。 

●暴風や土砂流出を防ぎ、緑豊か

な景観形成にも寄与する屋敷

林、寺社林などを保全・育成しま

す。 

○屋敷林・寺社林の保全・育成 

●植樹活動やクリーン活動、アダプ

ト制度＊などによる豊かな緑空間

づくりや維持管理を進めます。 

○植樹活動団体等の支援 

5-4 環境教育・観光資源としての活用推進 

●五頭連峰自然公園などの優れた

緑環境の保全と適切な利活用を

進めます。 

○森林資源・農産物等のブランド

価値向上に向けた取組 

【市民】 

・森林資源の利活用方法の企画・

運営やイベントなどに参加・協力

します。 

・森林や身近な緑の環境保全活

動に参加・協力します。 

【事業者】 

・森林資源の利活用方法の企画・

運営やイベントなどに参加・協力

します。 

・森林や身近な緑の環境保全活

動に参加・協力します。 

●地域の自然や農林業、食、ツーリ

ズムなどを活かした体験・交流学

習を進めます。※（14-1） 

○緑の少年団＊育成事業の推進※

○グリーンツーリズム＊、ヘルスツー

リズム＊、エコツーリズム＊推進事

業※ 

●学校田や学校ビオトープ＊、グリ

ーンカーテン＊などの実践的な環

境学習を進めます。※（14-1） 

○学校ビオトープ＊づくり支援事業

※ 
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地域のクリーン作戦(5-1 関連) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不法投棄の実態(5-1 関連) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑の少年団の活動（5-4 関連） 
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（１）取組の方針 

 

●優れた自然環境や生態系の保全・向上に努め、より良好な状態で後世に継承していきま

す。また、生き物の生息環境の保全にあたっては、関係機関との連携等により適切な土

地利用や水辺環境の維持を図ります。 

●市のシンボルである瓢湖のハクチョウや、五頭連峰に生息する貴重な生き物、水田に生

息する水生生物などの保護・保全を農林業や景観保全・観光振興策などと連携して強化

します。 

 

 

（２）取り組むべき課題 

【 生き物の生息環境の保全・創造 】 

・各種開発や事業導入時における、生物多様性やビオトープネットワーク＊への配慮。 

・特に、ラムサール条約＊登録湿地に飛来するハクチョウ等の生息環境としての、周辺農地

の冬期湛水＊による取組の協力を得た餌場の確保。 

・水辺環境保全のための環境用水＊の利活用・維持推進。 

・生き物の調査結果の公表や環境学習・教育を通じた絶滅危惧種＊や希少種＊・貴重種＊など

の認知。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

6-1 多様で貴重な生き物の生育環境の保全 

6-2 地域固有の生物の保護・管理 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

6-1 多様で貴重な生き物の生息環境の保全 

●生き物の生態系に配慮した土地

利用や環境保全に取り組みま

す。 

●貴重な固体群や植生などの特定

植物群落＊をはじめ、原生林や

自然樹林、水辺環境の維持・保

全に努めます。 

●多様な生き物の生息環境の確保

に努めます。特に、五頭連峰に

生息する貴重な生き物の保護・

保全対策を強化します。 

●地域の生態系に配慮した農薬管

理や環境保全型農業＊を推進し

ます。 

○市街地や水田における生物調査

及び保全 

○農家の協力に基く冬期湛水＊に

よる水田確保 

○環境用水の新設、保全 

○農薬や化学肥料に頼らない農業

の推進 

○農家や林家への環境保全に関

する各種情報の提供 

 

【市民】 

・身の周りに生息・生育する動植

物への関心を深め、生態系の保

全に努めます。 

・外来種＊の持込みや放棄は行わ

ず、駆除や繁殖防止に協力しま

す。 

・生物調査に協力します。 

・研究や保護を目的とした、希少

動物や自然植生の情報を提供・

共有します。 

【事業者】 

・地域の生態系に配慮した環境保

全型の農業・林業を進めます。

（農林業従事者） 

・水田の冬期湛水＊や環境用水＊

の保全・利活用により、地域に密

着し自然と共存する農業を目指

します。（農林業従事者） 

・研究や保護を目的とした、希少

動物や自然植生の情報を提供・

共有します。（農林業従事者） 

・指定地域における開発事業をで

きる限り避け、開発時は生態系

への影響の低減に努めます。 

・外来種＊の持込みや放棄は行わ

ず、駆除や繁殖防止に協力しま

す。 

・生き物調査に協力します。 

・研究や保護を目的とした、希少

動物や自然植生の情報を提供・

共有します。 

●開発事業や造成工事などにおい

ては、地域固有の生態系や景観

への配慮を事業者に指導しま

す。 

○開発業者への環境保全意識の

指導・徹底 

6-2 地域固有の生き物の保護・管理 

●地域固有の生き物やレッドデー

タブック＊などによる絶滅危惧種
＊、希少種＊・貴重種※などの野

生動植物の生息・生育環境の保

全に努めます。 

 

○鳥獣保護区＊等の指定・管理によ

る個体数調整や生き物の保護 

 

●市民や関係機関・団体などによる

希少動物や貴重な自然植生など

の定期的な調査を通じて情報共

有を行い、生態系の維持・保全

に努めます。 

○生き物の生態調査（モニタリング

調査＊、自然環境調査）等の実施
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（１）取組の方針 

 

●歴史・文化遺産は、観光や教育の面から有益であるとの認識に立ち、自然環境の保全と

併せて一体的な保護・保全・継承に努めます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 

【 歴史・文化遺産の継承と活用 】 

・遺跡や遺構、文化財、過去の文献を通じて当時の生活様式を学び、今日の災害対応などに

活かす等の試み。 

・地域の歴史・文化に裏付けられた環境要素の保護・管理及び保全意識の醸成。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

7-1 誇り高い歴史・文化遺産の保全・継承 

7-2 環境教育・観光資源としての利活用の推進 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

7-1 誇り高い歴史・文化遺産の保全・継承  

【市民】 

・歴史・文化遺産の学習会等を通

じて、保存・利活用に参加・協力

します。 

【事業者】 

・歴史・文化遺産の保存・利活用

に参加・協力します。 

 

●歴史・文化遺産を将来に渡り継

承していくため、その保全・保護・

管理に努めます。 

○遺跡発掘調査事業、遺跡出土遺

物整理事業 

○市内文化財等の保護、調査、活

用 

 

7-2 環境教育・観光資源としての利活用の推進 

●歴史・文化遺産を通じて、当市の

伝統文化や地場産業などを学

び、以って環境教育に役立てま

す。 

 

○文化財公開活用事業 

○芸能・文化祭開催事業※ 

○文化協会支援事業※ 

○子ども文化事業※ 

○市民文化活動支援事業※ 

●歴史・文化遺産の観光資源とし

ての有益性を確認し、これからの

まちづくりにつなげていきます。 

○自然環境の保全やまちづくりと一

体となった歴史・文化遺産の活

用 

○緑の少年団＊育成事業の推進※
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（１）取組の方針 

 

●無秩序な開発行為などに伴う環境破壊を未然に防ぐとともに、計画的なまちづくりを進

めるため、適正な土地利用の計画・誘導・監視を行います。 

●地域の自然や歴史文化、人々の生活、経済活動などとの調和を図りながら、環境保全や

観光振興と一体となった景観形成・環境美化に努めます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 

【 土地利用の適正管理 】 

・都市的土地利用（開発）と農業的土地利用（保全）との調和の確保。 

・豊富な環境資源を活かして、グリーン経済＊（環境保全と産業振興の調和）の視点をとり

入れた新規企業の積極誘致。 

・荒廃・遊休農地の有効利用や空き地・空き家への対応に関し、所有者や管理者、地域、関

係機関などが一体となった検討。 

【 景観の保全・活用 】 

・景観を損なう建物や看板、空き地・空き家、不法投棄を防止するため、都市計画や農村計

画などと連携した景観計画の策定と条例化の検討。 

・地域特性を活かしつつ環境に配慮した魅力的な景観形成。 

【 地域での取組 】 

・地域ぐるみの自主的な環境美化。 

・環境美化運動の取組を継続する意識啓発。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

8-1 適正な土地利用の計画・誘導 

8-2 地域・地区の特徴を活かした良好な景観づくり 

8-3 地域一体となった環境美化の推進 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

8-1 適正な土地利用の計画・誘導 

●都市計画に基づき、適切な土地

利用の誘導に努め、環境と調和

した計画的なまちづくりを進めま

す。 

○土地利用の適正な管理・誘導※ 【市民】 

・市の計画的なまちづくりに参加・

協力します。 

・荒廃・遊休農地の所有者は活用

対策に協力します。※ 

・空き地・空き家の所有者は適正

に管理し、活用対策に協力しま

す。 

【事業者】 

・市の計画的なまちづくりに参加・

協力します。 

・グリーンイノベーション＊による産

業連携を進めます。※ 

・開発事業に際しては、市の計画

との整合を図ります。※ 

 

●農業振興地域整備計画に基づ

き、優良農地の確保・保全に努

めるとともに、荒廃・遊休農地の

利活用を進めます。 

○優良農地の保全、荒廃・遊休農

地の活用対策の推進※ 

●地域の環境特性に応じた企業立

地や事業活動を誘導していきま

す。※（13-2） 

○グリーンイノベーション＊関連産

業・資源リサイクル関連産業の企

業誘致※ 

●無秩序な開発行為を防止すると

ともに、空き地・空き家の有効活

用の検討を進めます。 

○空き地・空き家等の適正な管理 

8-2 地域・地区の特徴を活かした良好な景観づくり 

●潤いある水辺景観、雄大な田園

景観、緑豊かな住宅地・公園景

観、歴史文化が香る街並み景観

など、各地区の特性に応じた景

観形成を図ります。 

○良好な水辺景観の形成 

○優れた田園景観の保全 

【市民】 

・良好な景観保全や魅力的な景

観づくりに参加・協力します。 

【事業者】 

・良好な景観保全や魅力的な景

観づくりに参加・協力します。 

・周囲や街並みと調和した社屋の

たたずまいや屋外広告看板など

の設置に配慮します。 

●観光振興にも寄与する市固有の

景観の創出に努め、一方で景観

に悪影響を及ぼす開発などを未

然に防ぐため、景観条例の制定

を検討します。 

○街路樹等の景観保全 

○景観計画・条例等の検討 

8-3 地域一体となった環境美化の推 進 

●地域の安全確認を兼ねたクリー

ン作戦（美化活動）やアダプト制

度＊などにより、自治会や企業、

子供たちと一体となった環境衛

生・環境美化の取組を維持・推

進します。※（9-1、14－1） 

○クリーン作戦の継続支援（地域の

危険箇所共有やコミュニティ形

成を兼ねた取組） 

○事業者等による自主的な環境美

化活動※ 

○公園、街路等公共施設の美化

（地域等のボランティアによる公

園施設等の維持管理） 

【市民】 

・クリーン作戦等に参加・協力しま

す。 

・ポイ捨てや不法投棄、野焼きは

行いません。発見した場合は関

係機関に連絡します。※ 

【事業者】 

・クリーン作戦等に参加・協力しま

す。 

・ポイ捨てや不法投棄、野焼きは

行いません。発見した場合は関

係機関に連絡します。※ 
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（１）取組の方針 

 

●ごみ減量意識の普及・啓発によりごみの減量化を進め、効率的かつ適正に処理するため

広域的なごみ処理体制の検討を進めます。また、分別精度の向上やリサイクルの定着・

充実による循環型社会＊の確立に努めます。 

●サーマルリサイクル＊、ＢＤＦ＊化、アップサイクル＊など、再資源化の質を高めます。 

●環境マネジメントシステム＊やゼロエミッション＊などの導入により、事業活動に伴う廃

棄物減量化に向けた取組を促進します。 

●不法投棄の現状把握や廃棄物の回収を進めるとともに、意識啓発や巡回・監視パトロー

ル体制の充実などによる不法投棄対策を進めます。また、対象地の環境復旧を進めるほ

か土地所有者にも管理徹底を促し、不法投棄しにくい美しい環境づくりを進めます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 
 

【 廃棄物処理 】 

・３Ｒ＊推進に寄せ、“もったいない精神”の意識を大切にしたマイバッグ＊持参等の取組実

践。生産者や販売者にあっては、過剰包装の抑制や生分解プラスチックなどを利用する等、

ごみの減量化に向けた取組。 

・生ごみの堆肥化や廃食用油のＢＤＦ＊活用など、資源循環を進める仕組みづくり。 

・不要家電製品などの不法投棄防止に向けた、家電メーカーやリサイクル業者への回収徹底

の要請。国へのリサイクル料金前払い制＊導入の働きかけ。（不法投棄については 1-2 も参

照） 

・ごみ処理施設整備に向けた広域連携体制の強化。 

・ごみ処理施設の維持管理及び延命に対処するため、ごみ収集有料化の検討。 

・事業系廃棄物の減量化及び適正処理（場合によってはトレーサビリティ＊など）の徹底。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

9-1 廃棄物の減量化と適正処理 

9-2 ４Ｒ＊の推進による資源循環のしくみづくり 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

9-1 廃棄物の減量化と適正処理 

●ごみの減量化の徹底と分別意識

の共有により、ごみ資源化を一層

進めます。 

○分別排出によるごみ減量化、資源

化の推進※ 

○生ごみ資源循環モデル事業の取

組 

【市民】 

・ごみの減量化と分別を徹底します。 

・家電リサイクル法など資源回収システ

ムに協力します。 

・ポイ捨てや不法投棄、野焼きは行いま

せん。発見した場合は関係機関に連

絡します。※ 

【事業者】 

・ごみの減量化と分別を徹底します。 

・各種法規制に基づく資源回収、リサイ

クルを進めます。 

・環境マネジメントシステム＊やゼロエミ

ッション＊の構築を進めます。※ 

・ポイ捨てや不法投棄、野焼きは行いま

せん。発見した場合は関係機関に連

絡します。※ 

・廃棄物の適正処理を徹底します。（廃

棄物処理業者） 

●人目につきにくい山林や水辺など

でのポイ捨てや不法投棄、野焼き

の 防 止 対 策 を 強 化 し ま す 。 ※

（5-1） 

○ポイ捨てや不法投棄、野焼きの未

然防止や意識啓発の実施※ 

●不法投棄の発見・防止を兼ねたク

リーン作戦（美化活動）など、自治

会や企業、子供たちと一体となっ

た環境美化・環境教育に取組みま

す。※（8-3、14-1） 

○クリーン作戦の実施支援（不法投

棄の予防等） 

●ごみ処理施設の長寿命化や広域

的な処理の検討を進めます。 

○環境センター、 終処分場広域

整備検討事業 

●環境マネジメントシステム＊やゼロ

エミッション＊の普及・拡大に努め、

事業活動における廃棄物の減量

化・資源化の取組を進めます。 

○環境マネジメントシステム＊などの

導入支援※ 

●廃棄物処理業者に対し、適正処

理の指導を徹底します。 

○廃棄物処理状況の把握※ 

○不適正排出対策の強化 

9-2 ４Ｒ＊の推進による資源循環のしくみづくり 

●継続的な３Ｒ＊運動の啓発活動な

どを通じ、ごみの発生抑制・再利

用・リサイクルなどに関する意識を

普及・啓発します。また、４Ｒ＊を推

進します。 

○分別排出によるごみ減量化、資源

化の推進※ 

○農業関連廃棄物（廃プラなど）の

適正処理 

○建設廃材や上下水汚泥等のリサ

イクルの推進 

 

【市民】 

・３Ｒ＊に取り組みます。また、４Ｒ＊の実

践に取り組みます。 

・グリーン購入に努めます。 

・マイバッグ＊の利用、不要品のリサイク

ル店への持込み、フリーマーケットの

活用、イベント時の食器の再利用な

ど、様々な局面での資源の減量化・再

利用を進めます。 

・生ごみ処理器を積極的に設置し、堆

肥化などの有効利用を進めます。 

・使用済み食用油の回収に協力しま

す。※ 

【事業者】 

・３Ｒ＊に取り組みます。また、４Ｒ＊の実

践に取り組みます。 

・製品・商品のグリーン化に努めます。

・製品・商品の不要品の再利用に努め

ます。 

・使用済み食用油の回収に協力しま

す。 

・稲わらや籾がらの有効活用や、農

業系ビニールなどの適正処理に努

めます。（農業従事者） 

●生ごみ処理器の導入、マイバッグ
＊運動の実践、リユース食器の活

用、グリーン購入＊など、消費生活

におけるごみ減量意識の普及・啓

発を推進します。 

 

○生ごみ処理器設置事業 

●ごみ処理時に発生する熱エネル

ギーの利用や、廃食用油のＢＤＦ＊

化及び活用を検討します。 

○ＢＤＦ＊化及び活用の検討※ 
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（１）取組の方針 

 

●農業をはじめ、林業、商工業など市の基幹産業の多くは地域の自然資源や先人の知識・

知恵を基に築かれたものである認識にたち、環境価値を保全・継承しつつ、新エネルギ

ー＊や新技術の導入、資源の有効利用による循環の仕組みを形成することにより、付加

価値の高い産業振興・経済発展を図ります。 

●環境に貢献する事業者の支援や、環境産業の育成を図ることで、環境を良くすることが

地域経済を発展させ、地域経済の活性化が環境を改善するという好循環の仕組みづくり

を確立します。 

 

 

（２）取り組むべき課題 
 

【 資源の有効利用 】 

・メガソーラー＊発電施設などの新エネルギー＊導入が可能な諸条件を活かしたグリーン経

済＊を全うする企業誘致。 

・農商工民(農商工＋市民)連携による一体的で持続可能な産業振興策。 

・市のシンボル的な環境の保全・アピールとなるブランド形成。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

10-1 環境保全型・活用型産業の推進 

10-2 環境保全の好循環の仕組みづくり 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

10-1 環境保全型・活用型産業の推進  

【市民】 

・阿賀野市産の農産物を積極的に購

入します。※ 

・環境保全型農業＊を理解し、参加・協

力します。※ 

・農商工との連携による市産品のブラ

ンド化やＰＲに参加・協力します。 

・市の特徴を活かした資源の循環シス

テムを理解し、生活の様々な局面で

配慮・参加・協力を進めます。 

 

【事業者】 

・グリーンイノベーション＊による産業

連携を進めます。※ 

・市の環境特性を活かした循環型・環

境保全型農業＊を進めます。（農業

従事者） 

・商工民との連携による農産物のブラ

ンド化やＰＲを進めます。（農業従事

者） 

・市の環境特性を活かした循環型社

会＊の構築に貢献します。（商工業従

事者） 

・農家や市民との連携による農産物を

はじめとした市産品のブランド化やＰ

Ｒを進めます。（商工業従事者） 

 

●事業活動における省資源・省エ

ネルギー対策を進め、環境に配

慮した企業誘致を進めます。 

●環境保全型農業＊の推進により

農産物のブランド化を進め、安

全・安心な食文化の構築と地産

地消を進めます。 

○グリーンイノベーション＊関連産

業・資源リサイクル関連産業の企

業誘致※ 

○ゆうき農産物のブランド化 

○ラムサールブランド＊の価値向上

に向けた取組※（周辺農地の登

録拡大によるブランド米の生産・

販売） 

●環境資源を 大限に保全・活用

するため、農業者や商工業者、

市民・民間団体との協働による農

商工民連携、６次産業化＊を図り

ます。 

 

○農商工民連携システムづくりの推

進・支援 

10-2 環境保全の好循環の仕組みづくり 

●生ごみ、畜産排泄物などを堆肥

化し、その堆肥を商品化又は市

民・農業従事者などで有効利用

する資源循環システムの構築を

進めます。※（12-1） 

○廃棄物処理状況の把握※ 

○いきいき畜産推進事業 

○土づくり推進事業 

○バイオマス利活用事業※ 

○電気自動車環境整備事業※ 

 

●瓢湖のハクチョウと共生する有機

農業や、豊富な森林資源を活用

した林業の推進、五頭山麓の貴

重な動植物や温泉地と連携する

観光・環境教育の取組など、市の

環境資源が継続的に好循環する

仕組みを図ります。 

 

○環境資源の連携・好循環システ

ムのブランド化 

●市の環境特性を活かした循環型

環境ビジネス＊の振興やブランド

化を図ります。 

 

○環境ビジネス＊事業者への支援 
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（１）取組の方針 

 

●二酸化炭素を吸収する機能を持つ森林を保全し、人口減少や少子高齢化の問題に対応し

た土地の有効利用などに寄与するエコ・コンパクト＊なまちづくりの観点により、地球

温暖化を引き起こす温室効果ガス＊の削減対策を進めます。 

●家庭や地域でできる自然エネルギー＊の導入（太陽光発電や雨水の利活用、緑化など）

を進め、地球環境の保全に貢献します。 

 

 

（２）取り組むべき課題 
 

【 まちづくりにおける環境配慮 】 

・エコ・コンパクトなまちづくりに必要な環境配慮に対する意識啓発と制度周知。 

・市の各種計画における「環境への配慮」の位置づけ及び実践。 
 

【 ヒートアイランド＊への対応 】 

・景観形成やヒートアイランド＊対策を意識した取組。（グリーンカーテン等の緑化や打ち水

など） 

・防災面でも有効な緩衝緑地帯の整備推進。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

11-1 エコ・コンパクト＊なまちづくり 

11-2 ヒートアイランド＊対策の推進 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

11-1 エコ・コンパクト＊なまちづくり 

●市街地の無秩序な拡大を抑制し、

自然環境の保全を図るため、都市

的機能の集積と適正配置を進めま

す。また、市民の日常生活を支え

る商業・医療・福祉施設の適正立

地により、便利で暮らしやすく、環

境負荷の小さいエコ・コンパクト＊な

まちづくりを進めます。 

○電気自動車環境整備事業※ 

○市営バス運行事業※ 

○地球温暖化対策実行計画策定及

び推進※ 

○ハイブリッド車等省エネ施設・機

器導入事業※ 

○新規登録軽自動車（電気自動

車、ＰＨＶ＊自動車）の減税 

○土地利用の適正な管理による無

秩序な市街化抑制 

【市民】 

・自家用車の新規購入にあたってはエ

コカーの導入に努めます。※ 

・エコドライブ＊の実践に努めます。※ 

・徒歩や自転車、公共交通機関による

移動を心がけます。 

【事業者】 

・社用車の新規購入にあたってはエコ

カーの導入に努めます。※ 

・エコドライブ＊の実践に努めます。※ 

・徒歩や自転車、公共交通機関による

移動を心がけます。 

・開発事業に際しては、市の計画との

調整を徹底します。※ 

●国道 49 号阿賀野バイパスの整備

により、市街地内の渋滞解消を図

り、以って CO2 削減に寄与します。 

 

○国道 49 号阿賀野パイパス及びア

クセス道路の整備促進 

11-2 ヒートアイランド＊対策の推進 

●家庭や事業所、公共施設での雨

水利用・雨水浸透の推進、緑化や

自然エネルギー＊の導入など、ヒー

トアイランド＊対策を進めます。 

○街路樹等の道路緑化※ 

○グリーンカーテン＊の普及※ 

○森林整備事業※ 

○住宅や事業所、公共施設におけ

る緑化の推進（生け垣、屋上緑

化等）※ 

○道路整備における環境に配慮し

た舗装など新技術の導入検討 

【市民】 

・生け垣やグリーンカーテンの設置な

ど、緑豊かな住宅地づくりに努めま

す。※ 

・公園・緑地・水辺・街路の緑化活動に

参加・協力します。※ 

・空調の適切な利用をはじめ、雨水利

用や打ち水などの工夫により温度上

昇を防ぎます。 

【事業者】 

・工場や事業所の敷地における緑化を

進めます。※ 

・公園・緑地・水辺・街路の緑化活動に

参加・協力します。※ 

・空調の適切な利用をはじめ、雨水利

用や打ち水などの工夫により温度上

昇を防ぎます。 
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（１）取組の方針 

 

●太陽光や風力などの自然エネルギー＊をはじめ、当市の豊かな水資源や森林資源がもた

らす小水力、バイオマス資源などを活用した再生可能エネルギー＊の開発、コージェネ

レーション＊などの未利用エネルギーの検討を進めます。 

●エネルギーの地産地消という観点を取り入れ、低炭素で豊かな暮らしを実現するまちづ

くりを進めます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 
 

【 新エネルギーの開発と検討 】 

・再生可能エネルギー＊の開発や未利用エネルギーの調査・検討。 

・街灯のＬＥＤ＊化や公共施設における太陽光発電への屋根貸し＊を進めるなど、効率的・

効果的なエネルギーの創出。 

・新規設備などの導入に際し、省エネルギー対策や蓄電、創エネルギー＊に対応した施設整

備。（エコ住宅関連補助、エコカーへの切り換えに伴う充電スタンドの増設など） 

 

 

（３）具体的な施策 

 

12-1 再生可能及び未利用エネルギー利用の推進 

12-2 エネルギーの効率的な利用の推進 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

12-1 再生可能及び未利用エネルギー利用の推進 

●「地域新エネルギービジョン」を推

進するため、製造業におけるエネ

ルギーの効率的利用と新エネル

ギー＊の導入を検討します。 

●生ごみや間伐材などのバイオマ

ス資源の利活用による資源循環

システムの構築を進めます。※

（10-2） 

○「地域新エネルギービジョン」に

基づく新エネルギー＊導入事業

の検討※ 

○バイオマス利活用事業※ 

○学校施設等でのペレットストーブ
＊導入検討 

 

【市民】 

・生ごみの分別を徹底し、堆肥への活

用を進めます。 

・使用済み食用油の回収に協力しま

す。※ 

 

【事業者】 

・自然エネルギーや再生可能及び再

生可能エネルギー＊の事業活動へ

の導入技術の開発を進めます。 

・事業活動にも地球環境にも効率的・

効果的なエネルギーの利活用を進

めます。※ 

・使用済み食用油の回収に協力しま

す。※ 

●公共施設や住宅、産業活動にお

ける太陽光発電や小水力・風力

発電の導入及び廃熱・温泉排湯

利用など、地域の特性に応じた

自然エネルギー＊や未利用エネ

ルギーの活用を検討します。 

○小水力発電＊の検討 

○新潟県東部産業団地のメガソー

ラー＊発電施設の発展的利用 

○住宅用太陽光発電システムの設

置費補助 

 

●家庭や給食施設、飲食・宿泊施

設などからの廃食用油回収とＢＤ

Ｆ＊化及び活用を検討します。 

 

○ＢＤＦ＊化及び活用の検討※ 

12-2 エネルギーの効率的な利用の推進 

●家庭や学校、事業所などにおけ

る省資源・省エネルギーの実践を

促します。 

 

○公共施設整備における太陽光発

電等の導入 

【市民】 

・消費生活における節電・節水に心が

けます。※ 

 

【事業者】 

・事業活動における節電・節水に心が

けます。※ 

●公共施設の整備にあたり省エネ

ルギー型の設備・機器や自然エ

ネルギー＊の導入を進めます。 

○学校施設等でのペレットストーブ
＊導入検討 
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（１）取組の方針 

 

●省資源･省エネルギーなどの環境保全行動の普及や環境配慮指針の提供を進め、一人ひ

とりのエコライフ（環境にやさしい暮らし）やエコアクション（環境保全行動）への取

り組みを進めます。 

●環境マネジメントシステム＊の普及や環境配慮指針の提供を進め、地球環境に貢献する

環境に配慮した企業づくりを支援していきます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 
 

【 日常生活における環境への配慮 】 

・日々の生活における省資源・省エネルギーを促す情報提供。 

・省エネ住宅やエコカーの普及など、環境配慮型施設等の導入。 

【 事業活動における環境への配慮 】 

・事業活動に伴う省資源・省エネルギーの取組状況や達成状況の公開。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

13-1 省資源・省エネルギーの生活スタイルの普及啓発 

13-2 事業活動に伴う環境負荷の低減・新エネルギー＊活用の推進 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

13-1 省資源・省エネルギーの生活スタイルの普及啓発 

●省資源・省エネルギーに関する

情報提供により、低炭素社会に

向けた生活スタイルの普及を図り

ます。 

○家庭や地域ぐるみの省エネ・エコ

ライフスタイルの普及促進 

○ハイブリッド車等省エネ施設・機

器導入事業※ 

 

【市民】 

・消費生活における節電・節水に心が

けます。※ 

・新築や改築にあたっては、断熱や蓄

熱などの省エネルギー・創エネルギ

ー＊効果の高い設備やシステムを積

極的に導入します。 

・自家用車の新規購入にあたっては

エコカーの導入に努めます。※ 

・環境家計簿＊など、環境に配慮した

生活スタイルの達成度評価を積極的

に行います。 

●市民の主体的な省資源・省エネ

ルギー活動を支援します。 

○省エネ住宅※の普及促進 

●「地球温暖化対策実行計画」の

策定により、市が率先して地球温

暖化防止に取り組みます。 

 

○地球温暖化対策実行計画の策定

及び推進※ 

13-2 事業活動に伴う環境負荷の低減・新エネルギー＊活用の推進 

●事業所における環境マネジメント

システム＊の導入や環境報告制

度の普及、環境配慮指針の整備

など、環境に配慮した企業づくり

を支援します。 

○環境マネジメントシステム＊などの

導入支援※ 

○公共施設の省エネ化の推進（空

調設備の切替え、ＬＥＤ＊化など）

 

【事業者】 

・事業活動における節電・節水に心が

けます。※ 

・事業活動にも地球環境にも効率的・

効果的なエネルギーの利活用を進

めます。※ 

・環境マネジメントシステム＊やゼロエ

ミッション＊の構築を進めます。※ 

・社用車の新規購入にあたってはエコ

カーの導入に努めます。※ 

・開発事業に際しては、市の土地利用

関係計画との調整を徹底します。※ 

●事業活動におけるエネルギーの

効率的利用や再生可能エネルギ

ー＊の利用を検討し、導入を進め

ます。 

 

○「地域新エネルギービジョン」に基

づく新エネルギー＊導入事業の

検討※ 

●地域の環境特性に応じた企業立

地や事業活動を誘導します。※

（8-1） 

○土地利用の適正な管理・誘導※ 
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（１）取組の方針 

 

●自然と共存しながら培われてきた地域固有の暮らしや生業（産業）を学ぶため、様々な

環境学習や環境教育の機会の充実を図っていきます。 

●市民一人ひとりが環境の大切さを認識するだけでなく、環境に配慮した行動や活動を実

践できるよう、プログラムの提供等を図り、学校教育や校外活動、生涯学習における環

境学習・環境教育を進めていきます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 
 

【 環境に関する教育推進 】 

・学校教育のほか、地域コミュニティや生涯学習分野との連携による環境学習や環境教育の

場の創出。 

・産業や観光・福祉分野などと連携した幅広いメニュー・プログラムの企画・展開。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

14-1 学校や地域における環境学習・環境教育の推進 

14-2 市民や事業者における環境学習・環境教育の推進 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

14-1 学校や地域における環境学習・環境教育の推進 

●市の特徴的な自然や産業、歴史

文化、防災に対する理解を促し、

保全・活用・継承する環境学習を

進めます。 

○地域独自の教材を活用した環境

教育の推進 

○農産物体験学習事業※ 

○緑の少年団＊育成事業の推進※

 

【市民】 

・市の特徴的な環境から地球環境に

至るまで、環境にかかわる総合的な

学習やふれあいを通じて、市の自然

や歴史文化、環境問題に関心を持

ち、身近な所から持続可能な環境保

全・創出活動に取り組みます。 

・子どもから大人まで幅広い世代や地

域間で環境に対する意識を共有し、

一緒になって環境保全・創出活動に

取り組みます。 

・食育や防災、福祉など、テーマを絞

った環境学習を通じて専門的な知識

を身につけ、生活や仕事に活かしま

す。 

 

【事業者】 

・学校教育や地域コミュニティと連携し

た環境学習・環境教育に参加・協力

します。 

・事業活動の専門性を活かした環境

保全・創出活動に協力します。 

●地域の自然や農林業、食、ツーリ

ズムなどを活かした体験・交流学

習を進めます。※（5-4） 

○グリーンツーリズム＊、ヘルスツー

リズム＊、エコツーリズム＊推進事

業※ 

 

●グリーンカーテン＊を普及させ、

実践的な環境学習を進めます。

※（5-4） 

 

○グリーンカーテン＊の普及※ 

●地域の自然観察を兼ねたクリー

ン作戦（美化活動）など、自治会

や企業、子供たちと一体となった

環境美化・環境教育の取組を行

います。※（8-3、9-1） 

 

○クリーン作戦の実施支援（地域の

自然環境学習やコミュニティ形成

を兼ねた取り組み） 

14-2 市民や事業者における環境学習・環境教育の推進 

●環境に関する各種講座や講習会

を実施します。 

○環境学習・教育プログラムの充実

○地域環境特性を踏まえた環境学

習のための教材づくり 

【市民】 

・環境に関する各種講座や体験学習

に参加・協力します。 

【事業者】 

・環境に関する各種講座や体験学習

に参加・協力します。 

・学習関連施設の維持管理に参加・協

力します。 
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（１）取組の方針 

 

●環境学習をはじめ、自然とのふれあいや体験学習、環境保全活動を支える指導者の育成

と体制づくりの支援を進めます。 

●市民・市民団体・事業者・行政がそれぞれ、環境に対する立場や役割を相互に理解し、

パートナーとして協働し、環境の保全や創造に向けた取組を進めます。 

 

 

（２）取り組むべき課題 
 

【 人づくり、しくみづくり 】 

・環境変化の多様化・複雑化に対応した、環境分野に長けた人材の育成。 

・各主体との協働による環境保全・創出を進めるための仕組みづくり。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

15-1 環境を守り育てる人材の育成 

15-2 環境を守り育てる協働の仕組みづくり 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

15-1 環境を守り育てる人材の育成  

【市民】 

・各人がそれぞれの立場や専門分野

において環境保全・創出活動での指

導的立場を果たせるよう学習や情報

収集に努めます。 

・環境学習や環境保全・創出活動に貢

献する人材育成を地域ぐるみで進め

ます。 

・環境に関する人材育成と農林業の

後継者育成との連携により、環境保

全と産業振興の相乗効果を高めま

す。 

 

【事業者】 

・事業活動における専門分野におい

て、地域の環境学習や環境保全活

動に積極的に貢献します。 

 

●自治会や子ども会、民間団体等

による美化活動や環境学習、まち

づくり活動などを支援します。 

●環境学習・環境保全活動を指導

する人材の育成を支援します。 

 

○自治会、事業者の自主的な環境

美化活動への支援※ 

○地域環境保全活動の推進策の

立案 

○環境保全指導者の育成 

15-2 環境を守り育てる協働の仕組みづくり 

●市民や自治会等が一体となって

行う地域の環境学習や環境保全

活動を推進し、支援します。 

●環境保全活動に関する各種団体

間の相互理解と、市民や事業者

との協働を進め、活動支援体制

の整備を図ります。 

●環境学習・環境教育に関わる

人々や施設とのネットワーク化を

図ります。 

 

○地域組織や市民団体、事業者団

体との連携、及び支援 

○市民団体間や事業者団体間の

連携・情報交換の推進 
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（１）取組の方針 

 

●家庭や学校・職場、地域が連携して、子どもからお年寄りまで多様な世代が環境につい

て共に学び、知り、考える環境学習や環境教育を進め、一人ひとりの環境に配慮した意

識や行動を高めます。 

●環境情報の提供に際し、市の自然や歴史文化、暮らし、防災、産業などの多面的な情報

提供を行い、総合的な地域振興につなげます。 

●本計画の進み具合を確認し、必要に応じた修正やフィードバックが施されるよう、チェ

ック体制の構築を図ります。 

 

 

（２）取り組むべき課題 
 

【 環境に対する意識向上 】 

・多種多様な環境関連情報を収集し、発信する体制の整備。 

・環境保全・創出のための持続的な取組や意識高揚を促す交流事業、ＰＲ活動の推進。 

【 環境に関する取組の進行管理 】 

・環境基本計画の達成度の確認や評価及び必要に応じた改善等の取組。 

 

 

（３）具体的な施策 

 

16-1 環境保全に関する意識向上および活動推進 

16-2 産・官・民一体となったＰＲ活動の展開 

16-3 環境に関する取組の進行管理 
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（４）施策内容及び各主体の役割 
 

施策の内容 
行政の責務 

（行政の関係施策又は必要事業） 
市民・事業者等の役割 

16-1 環境保全に関する意識向上および活動推進  

【市民】 

・個人や家庭、団体で取り組んでいる

環境保全・創出活動を様々なメディ

アを通じて紹介・公開し、意見交換な

どを通じて関係者の間で意識啓発・

共有を進めます。 

 

【事業者】 

・事業活動における環境配慮の取組

や活動状況の情報公開を積極的に

行い、事業者間など関係者の間で意

識啓発・共有を進めます。 

・環境配慮に関する新技術などの紹

介を積極的に行います。 

●環境情報の収集及び発信体制

を整え、各種交流・活動を進めま

す。 

○環境情報の収集・整理 

○広報誌やホームページなどによ

る情報提供※ 

○農産物体験学習支援事業※ 

○芸能・文化祭開催事業※、文化

協会支援事業※ 

○子ども文化事業※、市民文化活

動支援事業※ 

 

16-2 産・官・民一体となったＰＲ活動の展開 

●関係各団体と連携し、環境に関

するイベントの情報提供や周知を

行います。 

●市の特徴的な環境保全活動やそ

れらに関わる産業や観光情報の

紹介・ＰＲを積極的に行います。 

 

○広報誌やホームページなどによ

る情報提供※ 

 

16-3 環境に関する取組の進行管理 

●本計画の進捗状況の確認、必要

に応じた軌道修正等に対応でき

るよう、専門家も交えて、市民、民

間団体、事業者、行政による進行

管理の仕組みづくりを図ります。 

○環境基本計画による進行管理体

制づくり及び評価の実施（環境

審議会、環境管理委員会等の開

催） 

【市民】 

・進行管理等において、それぞれの

立場で参加・協力します。 

 

【事業者】 

・進行管理等において、それぞれの

立場で参加・協力します。 

 

 

 

 


