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１ 第二次須坂市環境基本計画の概要 

 

    

第二次須坂市環境基本計画は、須坂市の環境をより良くしていくために、市民・事業者・行政がそ

れぞれどのようなことに取組むべきか、を明らかにしたものです。 

環境問題は私達の生活と密接に関係しています。それは身近な生活環境から、地球規模まで、非常

に幅広く多岐にわたります。環境問題の解決のためには、市民・事業者・行政がそれぞれの立場で、

または連携して取り組む必要があります。そのための基本的な方向性を示すものが｢環境基本計画｣で

す。 

 

須坂市では平成 12 年に、｢いのち育むふるさと、環境への思いやりあふれるまち｣をめざすべき環

境像とした、最初の環境基本計画を策定しました。以後、めざすべき環境像の実現に向け、計画に沿

ってさまざまな取り組みを進めてきました。 

計画策定から 10 年が経過したことから、これまでの計画を見直し、新たな計画を策定することと

なり現在の第二次環境基本計画となっています。今回の見直しにあたっては、この 10 年の間に大き

な問題として注目されるようになった｢地球温暖化｣及び｢生物多様性｣についての取り組みも新たに取

り上げる等、時代背景に即した計画となっています。 

 

本計画は、基本的には行政が策定し実施する、いわゆる｢行政計画｣ですが、環境問題は行政だけで

は解決できないものであることから、社会全体の目標の達成に向けて市民・事業者も含んだすべての

主体が実施するという｢社会計画｣としての性格を併せ持つ計画です。 

 

 

 

１１１１    計画計画計画計画のののの役割役割役割役割    

本計画の位置づけ 
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１１１１    

２２２２    

３３３３    

４４４４    

５５５５    

(1)(1)(1)(1)    

(1)(1)(1)(1)    

(2(2(2(2))))    

(1)(1)(1)(1)    

(2)(2)(2)(2)    

(3)(3)(3)(3)    

(1)(1)(1)(1)    

(2(2(2(2))))    

(3(3(3(3))))    

(4(4(4(4))))    

(1)(1)(1)(1)    

(2(2(2(2))))    
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環境基本計画の第一歩は、須坂市がめざすべき環境像を明らかにすることです。具体的に誰が何を

すべきかは、このめざすべき環境像を実施するために設置します。 

平成 23 年からの須坂市第五次総合計画では｢住んでよかった｣｢これからも住み続けたい｣と思える

｢田園環境健康都市すざか｣を市民とともにつくることとしています。 

これを踏まえ、第二次となる本計画では目指すべき環境像を以下のように設定しました。 

 

 

 

 

 

    

 

本計画では、本市が目指すべき環境像を実現していくため、５つの基本目標を設定し、それぞれの

目標ごとに施策の展開を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

第二次環境基本計画の期間は、平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間とします。また、新

たに発生するさまざまな環境の課題への取り組みを進めるためには、定期的に計画を見直し、起こり

うる課題の解決に柔軟に対応することが必要です。 

そのため、本計画では中間となる 5 年目の平成 27 年度に取り組みの達成状況を確認し、必要に応

じて修正を行います。 

 

 

計画の期間と目標年度 

 

２２２２    めざすべきめざすべきめざすべきめざすべき環境像環境像環境像環境像    

３３３３    目標目標目標目標のののの設定設定設定設定    

１１１１    地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止にににに取取取取りりりり組組組組もうもうもうもう    

２２２２    生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性をををを保全保全保全保全しししし、、、、高高高高めようめようめようめよう    

３３３３    ごみをごみをごみをごみを減減減減らしらしらしらし、、、、資源資源資源資源をををを大切大切大切大切にしようにしようにしようにしよう    

４４４４    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心・・・・快適快適快適快適なまちをつくろうなまちをつくろうなまちをつくろうなまちをつくろう    

５５５５    環境環境環境環境についてについてについてについて、、、、ともにともにともにともに学学学学びびびび行動行動行動行動しようしようしようしよう    

すべてのいのちがすべてのいのちがすべてのいのちがすべてのいのちが輝輝輝輝くくくく    田園環境健康都市田園環境健康都市田園環境健康都市田園環境健康都市すざかすざかすざかすざか    

～～～～水水水水とととと緑緑緑緑をはぐくみをはぐくみをはぐくみをはぐくみ、、、、自然自然自然自然とととと共生共生共生共生するまちをするまちをするまちをするまちを、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで未来未来未来未来にににに～～～～    
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２．第二次須坂市環境行動計画の基本的な考え方 

 

第二次須坂市環境基本計画では、須坂市のめざすべき環境像を示すとともに、それに向けた施策の

体系を示しました。 

第二次須坂市環境行動計画では、第二次須坂市環境基本計画で定めた施策の具体的な目標設定や行

動指針を示すことにより、環境基本計画に示した環境像に向けた具体的な取り組みを確実に行うこと

を目指しています。そのため、この計画では、施策の体系を次のような事項に留意しながら整理を行

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎◎◎◎目標目標目標目標をををを極力数値化極力数値化極力数値化極力数値化しししし、、、、計画期間計画期間計画期間計画期間をををを前期前期前期前期・・・・後期後期後期後期にににに分分分分けてけてけてけて目標設定目標設定目標設定目標設定をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、

施策施策施策施策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況がががが具体的具体的具体的具体的にににに把握把握把握把握できるようにすることできるようにすることできるようにすることできるようにすること。。。。    

◎◎◎◎市民市民市民市民とととと事業者事業者事業者事業者とととと行政行政行政行政のののの参加参加参加参加をををを基本基本基本基本としとしとしとし、、、、施策施策施策施策にににに対対対対するそれぞれのするそれぞれのするそれぞれのするそれぞれの行動指針行動指針行動指針行動指針

（（（（具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ））））をををを例示例示例示例示することすることすることすること。。。。    

◎◎◎◎定期的定期的定期的定期的にににに環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを確認確認確認確認しししし、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを把握把握把握把握するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、そのそのそのその結結結結

果果果果をををを公表公表公表公表することすることすることすること。。。。    

4 
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３．目標目標目標目標のののの設定設定設定設定とととと行動指針行動指針行動指針行動指針 

 

 この章では、第二次須坂市環境基本計画で設定した具体的な施策を実現するため、施策毎の担当課

を明示し、この 10 年で達成すべき目標の設定と行動指針を示しています。 

 

 

（（（（１１１１））））地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策    

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• CO2 削減率 • 平成 21 年度の CO2 排

出量に対する年間の削

減割合 

－ 12.5％ 25％ 

• 太陽光発電設備の

設置件数 

• 累計設置件数 375 件 1,000 件 2,000 件 

 

①①①①地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・地球温暖化の現状や自分たちができる取り組み、事業者や行政の取り組みについて知る。 

・家庭でできる省エネルギーの取り組みや再生可能エネルギーの導入を進めていく。 

・雨水利用や植物によるグリーンカーテンの取り組みを行う。 

・農産物等はなるべく地元産を利用する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・事業者が取り組んでいる地球温暖化防止のための取り組みの周知を図る。 

・CO2 削減の取り組みをさらに進める。 

・農産物等はなるべく地元産を利用し、積極的に普及を図る。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・須坂市における地球温暖化の現状を広く周知し、温暖化に対する適応策などを検討する。 

・CO2 削減の取り組みをさらに進める。 

・地球温暖化防止に取り組む支援団体との共創や支援を行い、市民運動として展開する。 

・地産地消を積極的に推進し、普及を図る。 

 

    

    

    

    

    

    

１１１１    地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止にににに取取取取りりりり組組組組もうもうもうもう    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

5 
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②②②②須坂市全体須坂市全体須坂市全体須坂市全体のののの COCOCOCO2222 排出量削減計画排出量削減計画排出量削減計画排出量削減計画のののの策定策定策定策定    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・須坂市全体の CO2 排出量削減計画に基づき行動する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・須坂市全体の CO2 排出量削減計画に基づき行動する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・須坂市全体としての具体的な削減目標を設定する。 

・須坂市全体の CO2 排出量削減計画を策定し、推進する。 

 

 

 

③③③③省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・CO2 の削減にできるところから取り組む。 

・家庭の省エネルギーを推進する（家庭の省エネ講習会に参加する）。 

・「省エネルギーの見える化」に参加する（環境家計簿等） 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・CO2 削減の取り組みをさらに進める。 

・事業所での省エネルギーを推進する。 

・県が実施する省エネ診断を受け、事業所での取り組みを見直す。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・CO2 削減の取り組みをさらに進める。 

・庁内での省エネルギーを推進する。 

・ 公共施設への省エネ型設備の設置を推進する。 

・家庭の省エネ講習会を開催する。 

・「省エネルギーの見える化」事業を実施する（環境家計簿等） 

 

 

④④④④再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの導入導入導入導入    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・太陽光発電設備、ペレットストーブ等の再生可能エネルギーを利用した機器を導入する。 

・「新エネルギービジョン」に盛り込まれた項目に参加する。 

・廃食用油の回収に協力する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・再生可能エネルギーの導入を検討し、可能な場合は導入する。 

・「新エネルギービジョン」に盛り込まれた項目に参加する。 

・廃食用油の回収に協力する。 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

6 
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◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・「新エネルギービジョン」を推進する。 

・水力発電などの再生可能エネルギーの可能性について、引き続き研究を行う。 

・公共施設への太陽光発電設備の設置を推進する。 

・太陽光発電設備及びペレットストーブの普及を図る。 

 

 

⑤⑤⑤⑤車依存型社会車依存型社会車依存型社会車依存型社会からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・通勤・通学・外出にはできるだけ公共交通機関を利用する。 

・エコドライブに取り組む（エコドライブ講習会に参加する）。 

・近隣への外出には、自動車の利用を控える。 

・自動車の買い換え時にハイブリッド車等のエコカーを検討する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・通勤や移動にはできるだけ公共交通機関を利用する。 

・ノーマイカーデーに協力する。 

・自転車の活用を検討する。 

・エコドライブに取り組む（エコドライブ講習会に参加する）。 

・自動車の買い換え時にハイブリッド車等のエコカーを検討する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・自転車が利用しやすい道路の整備を進める。 

・通勤や移動にはできるたけ公共交通機関を利用する。 

・ノーマイカーデーを引き続き実施するとともに、事業者の協力を得る。 

・分かりやすい公共交通情報の提供に努める。 

・エコドライブ講習会を開催する。 

・エコカー普及のための促進策を検討する。 

・公用車のエコカー導入を推進する。 

・電動アシスト自転車等の普及促進策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

7 
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（（（（１１１１））））農林業農林業農林業農林業    

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• 「安心・安全」な農産物

を提供する農業者数 

• 「エコファーマー」∗

認定者数 

1,039 人 1,050 人 1,050 人 

• 支援制度を利用した遊

休農地解消面積 

• 累計解消面積 

（H21 年度 遊休荒廃農

地 151ha） 

15.4ha 33.3ha 45.3ha 

• 間伐整備の実施面積 • 累計解消面積 576.67ha 1,350ha 2,700ha 

 

 

①①①①環境保環境保環境保環境保全型農業全型農業全型農業全型農業のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・エコファーマー」制度について知る。 

・「エコファーマー」が生産した農産物を積極的に利用する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・「エコファーマー」の認定をめざす。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・「エコファーマー」を増やすための支援を行う。 

 

②②②②地元産農業物地元産農業物地元産農業物地元産農業物のののの消費拡大消費拡大消費拡大消費拡大    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・地元産農産物への関心を高め、積極的に利用する。 

・生産者と交流する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・小売店、スーパー等の地元産農産物販売コーナーを充実させる。 

・農産物の品質向上と安定供給に努める。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・地元産農産物や地産地消の PR を積極的に行う。 

・学校給食等への地元産農産物の利用拡大を図る。 

 

 

                                                   

 

2222    生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性をををを保全保全保全保全しししし、、、、高高高高めようめようめようめよう    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

8 
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③③③③遊休農地遊休農地遊休農地遊休農地のののの解解解解消消消消    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・遊休農地解消のアイデアを出す。 

・遊休農地の解消に参加する。 

・農地（特に遊休農地）に関する情報を行政へ提供する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・遊休農地の情報を行政に提供する。 

・遊休農地解消のアイデアを出す。 

・遊休農地でバイオマス燃料等の作物を栽培する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・遊休農地の解消の支援を行う。 

・市民や事業者が遊休農地を解消できる機会を提供する。 

・遊休農地でのバイオマス燃料等の作物栽培を支援する。 

 

 

④④④④鳥獣害対策鳥獣害対策鳥獣害対策鳥獣害対策のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・地域の鳥獣害の実態に関心を持つ。 

・地域の鳥獣害対策活動に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・鳥獣害防止の対策を講じる。 

・地域の鳥獣害対策活動に参加する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・持続可能で効果的な鳥獣害対策を進める。 

・地域づくりと鳥獣害対策を結びつけた取り組みを進めるとともに、その体制整備を支援する。 

 

 

⑤⑤⑤⑤森林整備森林整備森林整備森林整備のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・地元産の木材（間伐材を含む）や林産物（ペレット等）を積極的に利用する。 

・薪ストーブ、ペレットストーブの導入を検討する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・地元産の木材や林産物の事業展開を図る。 

・地元産の木材や林産物を利用する。 

・間伐材を利活用する。 

・薪ストーブ、ペレットストーブの導入を検討する。 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごごごごとのとのとのとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・「須坂市森林整備計画」を確実に推進する。 

・林業の現状や国・県の施策動向に応じて、「須坂市森林整備計画」を見直す。 

・地元産の木材や林産物の普及促進を図る。 

・間伐材の利活用の促進を図る。 

・須坂市の森林・林業の現状、森林のはたらき（CO2 吸収源を含む）等について普及啓発を行う。 

 

 

⑥⑥⑥⑥森林整備森林整備森林整備森林整備のののの担担担担いいいい手確保手確保手確保手確保    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・森林啓発活動に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・森林啓発活動に参加する。 

・「森林の里親事業」への参加を検討する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・林業の活性化と林業従事者の生活環境の整備を図り、後継者の育成に努める（「須坂市森林整

備計画」より抜粋）。 

・市民参加の森林啓発活動の養成講座を企画する。 

・｢森林の里親事業｣の契約締結数を増やすための取り組みを行う。 

 

 

（（（（２２２２））））生生生生きききき物物物物    

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• 須坂市生物多様性地

域戦略の策定 

• 「すざか生物多様性地

域戦略」（仮称）を策定

する 

なし 策定 － 

• 外来生物駆除活動の

参加者数 

• 外来生物駆除活動年間

参加者数 

500 人 1,000 人 1,500 人 

 

①①①①生物多様性地域戦略生物多様性地域戦略生物多様性地域戦略生物多様性地域戦略のののの策定策定策定策定    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・身近な生きものに関心を持ち、大切にする。 

・生物多様性の保全のための拠点（ビオトープ等）の整備、管理に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・「すざか生物多様性地域戦略」（仮称）に関心を持ち、できることに取り組む。 

・生物多様性の保全のための拠点（ビオトープ等）の整備、管理に参加する。 

・生物多様性の保全に繋がる事業活動を展開する。 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・生態系の多様性、種の多様性・遺伝子の多様性を考えた「すざか生物多様性地域戦略」（仮称）

を策定し、推進する。 

・生物多様性保全のためのネットワークを検討する。 

 

 

②②②②須坂市須坂市須坂市須坂市のののの生生生生きもののきもののきもののきものの把握把握把握把握    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・市内の生物調査に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・市内の生物調査に参加する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・市全体を網羅する生物調査を実施する。 

・収集したデータは分布図や自然環境特性図等に整理して広報するとともに、市の基礎資料とし

て、多様性を確保するために活用する。 

 

 

③③③③希少希少希少希少なななな生生生生きもののきもののきもののきものの把握把握把握把握    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・市が実施する希少な生きもの調査に協力する。 

・希少な生きものの保全に協力する。 

・県自然保護レンジャー活動に対する理解と協力を行う。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・敷地内等にある希少な生きものの生息・生育地を保全する。 

・希少な生きものの保全に協力する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・希少な生きものに関する情報を集める。 

・希少な生きものの保全対策を行うとともに、広報等で普及啓発する。 

・須坂市の守るべき生きものをとりまとめる。 

・県自然保護レンジャー、自然観察インストラクター、希少野生動植物保護監視員等と連携し、

情報交換の機会をつくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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④④④④外来生物対策外来生物対策外来生物対策外来生物対策のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・外来生物の侵入や影響について知る。 

・外来生物の駆除活動に参加する。 

・自然環境に影響を及ぼす外来生物を持ち込まない。 

・アレチウリ等を自己所有地に繁茂させない。 

①所有地の定期的確認②早期発見 ③早期駆除④反復駆除 ⑤継続監視 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・外来生物の駆除活動に参加する。 

・自然環境に影響を及ぼす外来生物を持ち込まない。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・外来生物の駆除活動を継続する。 

・外来生物の状況と侵入防止についての普及啓発を行う。 

・市民や事業者が参加できる駆除活動を企画する。 

・関係機関と連携し、効率的・効果的な駆除方法を研究する。 

・新たな外来生物の侵入を防ぐ対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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（（（（１１１１））））一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物 

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• 生ごみ堆肥化実施世帯

数※ 

• 実施世帯数 2,642 世帯 3,200 世帯 3,500 世帯 

• ごみ排出量 • 市民 1 人当たりの

清掃センターへ搬

入される可燃ごみ、

不燃ごみの量 

可燃 208kg 

不燃 11kg 

可燃 185kg 

不燃 9kg 

 

可燃 180kg 

不燃 9kg 

 

• 資源物回収拠点数 • 拠点合計数 1 か所 5 か所 5 か所 

• マイバッグ持参率 • 市内店舗内での目

視調査 

30％ 60％ 70％ 

※生ごみ処理機補助金交付世帯数とダンボール堆肥基材購入世帯数の合計 

 

①５①５①５①５ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・５Ｒについて知り、実践する。 

・ごみの分別を徹底し、決められた出し方を守る。 

・買い物にはマイバッグを持参する。 

・ごみとなる不要なものは持ち込まない。 

・修理できるものは修理して使う。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・５Ｒを実践する。 

・マイバッグを普及させるための仕組みを関係団体と連携して実施する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・５Ｒやマイバッグの普及啓発を行う。 

・レジ袋削減県民スクラム運動を推進する。 

・エコサポートすざかを運営している須坂市女性団体連絡協議会や市民団体等の取り組みを支援

する。 

・ストックヤードの拡充を図る。 

・自治会衛生部長等と協力して分別を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３    ごみをごみをごみをごみを減減減減らしらしらしらし、、、、資源資源資源資源をををを大切大切大切大切にしようにしようにしようにしよう    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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②②②②生生生生ごみのごみのごみのごみの減量減量減量減量    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・購入した食材を使い切る。 

・水切りを徹底する。 

・電動生ごみ処理機、コンポスト、段ボールによる生ごみの堆肥化等自分に合った方法で生ごみ

堆肥化に取り組む。 

・特に、安価でエネルギーをかける必要のない「段ボールによる堆肥化」を実践する。 

・モデル地区では、大型生ごみ処理機による堆肥化に協力する。 

・食べ残しをしないようにする。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・食べ残しを減らそう県民運動協力店に登録し、減量に取り組む。 

・生ごみが出ないよう調理方法を工夫し、販売量に見合った数量の発注等食材の廃棄量減量に取

り組む。 

・民間業者への堆肥化委託等生ごみの資源化に取り組む。 

・「生ごみ処理機」を導入し、自事業所での堆肥化を検討する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・生ごみ減量のため、処理のあり方を検討・研究する。 

・生ごみの発生抑制の広報、堆肥化講習会の開催等に取り組む。 

・特に、安価でエネルギーをかける必要のない「段ボールによる堆肥化」の一層の普及を図る。 

・食べ残しを減らそう県民運動を推進する（食べ残しを減らそう協力店の登録を推進する）。 

・生ごみ処理機の普及を促進する。 

・生ごみ処理に係る、新技術やシステムの導入を検討する。 

 

③③③③廃棄物処理基本計画廃棄物処理基本計画廃棄物処理基本計画廃棄物処理基本計画のののの見直見直見直見直しししし    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・「廃棄物処理基本計画」の目標達成に協力する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・「廃棄物処理基本計画」の目標達成に協力する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・有料化の効果を検証する。 

・排出量の変化を見きわめた上で、排出量の見通しを修正する。 

・必要に応じて、「廃棄物処理基本計画」を見直す。 

 

④④④④事業系事業系事業系事業系ごみのごみのごみのごみの分別徹底分別徹底分別徹底分別徹底    

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・分別を徹底する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・分別徹底について事業所への普及啓発を行う。 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行行行行動動動動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

14 



 17 

⑤⑤⑤⑤ごみごみごみごみ（（（（一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物））））処理広域化処理広域化処理広域化処理広域化のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・ごみの減量に努める。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・ごみの減量に努める。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・効率的なごみ処理のため、広域化を推進する。 

・ごみ処理施設については、候補地住民の理解を得ながら建設を推進する。 

 

 

 

（（（（２２２２））））産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物 

� 各主体の役割と行動 

市 民 事業者 行 政 

－ • 産業廃棄物について、適

切な処理を行う。 

• 産業廃棄物処理の現状を把握し、必要に応じて

関係機関とともに適切な指導を行う。 

 

①①①①産業廃棄物適正処理産業廃棄物適正処理産業廃棄物適正処理産業廃棄物適正処理のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・産業廃棄物について、適切な処理を行う。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・産業廃棄物処理の現状を把握し、必要に応じて関係機関とともに適切な指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

15 
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（（（（３３３３））））不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄    

■具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• 不法投棄件数 • ポイ捨てごみを除く年

間不法投棄件数 

108 件 80 件 50 件 

①①①①不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄のののの根絶根絶根絶根絶    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・不法投棄をさせない、許さない環境づくりに協力する。 

・不法投棄監視員や不法投棄パトロール員に関心を持ち、活動に協力する。 

・市内一斉清掃等に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・不法投棄をさせない、許さない環境づくりに協力する。 

・市内一斉清掃等に参加する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・「須坂市を清潔で美しくする条例」に基づき、一斉清掃等を実施する。 

・監視カメラ等を増やす。 

・各自治会衛生部長等の協力を得て、不法投棄防止パトロールを強化し、不法投棄をさせない、

許さない環境づくりに努める。 

・市民ボランティアと共創で不法投棄を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

16 
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（（（（１１１１））））水水水水 

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• 主要河川 BOD 値

（微生物が水中の

有機物を分解する

際に消費する酸素

の量）の改善 

• 市内 7 河川の観測地

点（11 地点）のうち

目標基準（1.0mg/ｌ

以下）を満たしている

地点の割合 

45％ 100％ 100％ 

• 大腸菌群数の環境

基準を満たす調査

箇所を増やす 

• 環境基準を満たす観

測地点の箇所数 

1 か所 3 か所 5 か所 

• 下水道水洗化率 • 下水道を使える区域

の人口のうち接続し

た人口の割合 

88.1% 93.1％ 95%以上 

 

①①①①水道水源等水道水源等水道水源等水道水源等のののの保全保全保全保全    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・普段使っている水がどこから来るのか、どう流れているのかを知る。 

・水を上手に使う。 

・雨水などを利用する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・節水型機器を導入する等、無駄のない効率的な水利用に努める。 

・雨水などを利用する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・安全で安定的な水の供給に努める。 

・須坂市の水について広報する。 

 

②②②②地下水汚染地下水汚染地下水汚染地下水汚染へのへのへのへの対策対策対策対策    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・水質の異常を市へ連絡する。 

・地下水を汚さない。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・水質の異常を市へ連絡する。 

・地下水を汚さない。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・水質汚染が発生した場合、速やかに対応する。 

４４４４    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心・・・・快適快適快適快適なまちをつくろうなまちをつくろうなまちをつくろうなまちをつくろう    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必必必必要要要要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

17 
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③③③③河川河川河川河川のののの水質向上水質向上水質向上水質向上    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・河川にごみや油等を流さない。 

・河川に関心を持つ。 

・水生生物による水質調査に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・適切な排水処理をする。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・水質調査を継続する。 

・汚染の発生源を突き止め、対策を講じる。 

 

 

④④④④下水道下水道下水道下水道のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・公共下水道等に接続する。 

・単独浄化槽を使用している場合は、合併浄化槽に切り替える。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・公共下水道等に接続する。 

・単独浄化槽を使用している場合は、合併浄化槽に切り替える。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・水洗化率を向上させる。 

・下水道計画区域外では、合併浄化槽の設置を進める。 

 

 

 

⑤⑤⑤⑤ゲリラゲリラゲリラゲリラ豪雨豪雨豪雨豪雨へのへのへのへの対策対策対策対策    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・ゲリラ豪雨に備える。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・ゲリラ豪雨に備える。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・ゲリラ豪雨による被害を軽減するため、排水路の整備を推進する。 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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（（（（２２２２））））公害公害公害公害 

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• 公害苦情件数の減少 • 公害苦情件数 37 件 30 件 25 件 

 

①①①①騒音騒音騒音騒音・・・・振動振動振動振動・・・・悪臭悪臭悪臭悪臭へのへのへのへの対策対策対策対策    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・騒音・振動が発生しないような自動車の運転に心がける。 

・他人が不快に感じる悪臭が発生しないよう心がける。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・騒音・振動が発生しないような自動車の運転に心がける。 

・事業活動に伴う騒音・振動・悪臭について関係法令を遵守し、低減に努める。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・騒音・振動・悪臭の状況を継続的に把握する。 

・道路の騒音・振動が改善されない場合は、道路管理者と協議し改善を要請する。 

・道路を舗装する際に、騒音低減効果のある透水性舗装を検討する。 

・騒音、振動・悪臭の発生源に対して改善を指導する。 

 

②②②②そのそのそのその他他他他のののの公害公害公害公害へのへのへのへの対応対応対応対応    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・自らの生活から発生する煙、におい、音等が近隣の迷惑とならないよう心がける。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・環境基準や関係法令等を遵守する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・公害の発生や苦情に対して、速やかに対応する。 

・関係者間の調整を率先して行う。 

 

（（（（３３３３））））公園公園公園公園・・・・緑化緑化緑化緑化 

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• オープンガーデン参加

庭園数 

• 参加庭園数 54 か所 57 か所 60 か所 

• 自主的な緑化・花づくり

実施数 

• 花壇・フラワーロード整

備等実施数 

100 か所 110 か所 115 か所 

• 花苗援助団体数 • 年間援助申請数 84 団体 90 団体 95 団体 

    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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①①①①ニーズニーズニーズニーズにににに合合合合ったったったった公園整備公園整備公園整備公園整備のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・地域の公園に関心を持つ。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・敷地内の緑化を推進する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・公園・緑地の現状、市民のニーズを把握し、整備内容を検討する。 

 

 

②②②②地域地域地域地域でででで公園公園公園公園をををを維持管理維持管理維持管理維持管理するするするする体制体制体制体制のののの構築構築構築構築    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・地域で公園を維持する体制を整える。 

・公園の維持管理作業に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・地域の公園の維持管理に参加する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・地域で公園を維持管理する体制及び仕組みを整える。 

 

 

③③③③緑化緑化緑化緑化のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・家の周りの緑化に努める。 

・緑化の際は地域に合った植物（在来種）の利用に努める。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・事業所敷地内の緑化に努める。 

・緑化の際は地域に合った植物（在来種）の利用に努める。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・市民や事業者が参加しやすい緑化の方策を検討し、参加を募る。 

・オープンガーデンの普及を図る。 

・緑化の際は地域に合った植物（在来種）の利用に努める。 

 

 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主主主主体体体体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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④④④④街路樹街路樹街路樹街路樹のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・街路樹に関心を持つ。 

・落ち葉の片付け等に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・街路樹に関心を持つ。 

・落ち葉の片付け等に参加する。 

◎◎◎◎行行行行政政政政はははは…………                                                                                                                                                

・街路樹の維持管理に努める。 

・新たな街路樹の整備を検討する。 

 

⑤⑤⑤⑤「「「「花花花花とととと緑緑緑緑のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり事業事業事業事業」」」」のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・「花と緑のまちづくり事業」に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・「花と緑のまちづくり事業」に参加する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・「花と緑のまちづくり事業」を発展させる。 

・配布するための花苗を確保する。 

 

 

（（（（４４４４））））景観景観景観景観・・・・歴史歴史歴史歴史・・・・まちなみまちなみまちなみまちなみ 

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• 景観育成住民協定締結

数 

• 住民協定締結団体数 H22 年度※ 

６団体 

8 団体 10 団体 

※平成 22 年度 3 月末時点の団体数を示します。 

①①①①景観育成住民協定景観育成住民協定景観育成住民協定景観育成住民協定のののの締結促進締結促進締結促進締結促進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・地域の景観に関心を持つ。 

・景観育成住民協定の締結に向けて取り組む。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・地域の景観について関心を持つ。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・景観育成住民協定締結地区を増やす。 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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②②②②景観行政団体景観行政団体景観行政団体景観行政団体へのへのへのへの移行移行移行移行    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・景観行政団体について、移行することの意義とメリットを知り、移行に協力する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・景観行政団体について、移行することの意義とメリットを知り、移行に協力する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・景観行政団体への移行をめざす。 

・景観行政団体へ移行することの意義、メリットを周知する。 

・須坂市景観計画を策定する。 

 

 

③③③③文化財文化財文化財文化財のののの適切適切適切適切なななな保存保存保存保存とととと活用活用活用活用    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・文化財に関心を持ち大切にする。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・文化財の活用について協力する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・文化財の適切な保存と活用を図る。 

・必要に応じて、保存管理計画を策定する。 

 

 

④④④④歴史的町並歴史的町並歴史的町並歴史的町並みのみのみのみの保存保存保存保存とととと活用活用活用活用    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・地域の歴史と町の成り立ちに関心を持つ。 

・歴史的な町並み維持保存活動を進める。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・建物の改修の際等に歴史的な姿の復元も検討する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・歴史的な町並み整備を進める。 

・市内各所の資源をネットワーク化し、観光に活かす。 

 

 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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⑤⑤⑤⑤環境環境環境環境××××観光観光観光観光のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・町並みの美化に努める。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・町並みの美化に努める。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・観光と環境を結びつけた振興策を検討する。 

・観光地での環境への取り組みを進め、観光客へアピールする。 

・ごみ持ち帰りを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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（（（（１１１１））））環境学習環境学習環境学習環境学習 

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• 環境を守る学習会・観察

会への参加者数 

• 年間参加者数 523 人 1,000 人 1,200 人 

 

①①①①生生生生涯学習涯学習涯学習涯学習におけるにおけるにおけるにおける環境学習環境学習環境学習環境学習のののの推進推進推進推進    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・身の回りの環境に関心を持つ。 

・公民館や地域での生涯学習に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・公民館や地域での生涯学習に協力する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・公民館等での生涯学習を企画する際に、環境分野のプログラムを引き続き取り入れる。 

 

②②②②学校教育学校教育学校教育学校教育におけるにおけるにおけるにおける環境学習環境学習環境学習環境学習のののの推進推進推進推進とととと協力協力協力協力    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・学校での環境教育に協力する。 

・講師として、環境に詳しい専門家の派遣に協力する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・学校での環境教育に協力する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・学校での環境教育を推進する。 

・環境に詳しい専門家の派遣や、校外活動における支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５５５    環境環境環境環境についてについてについてについて、、、、ともにともにともにともに学学学学びびびび行動行動行動行動しようしようしようしよう    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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（（（（２２２２））））各主体各主体各主体各主体のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

� 具体的な施策ごとの目標設定 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H21 年度） 

目標値 
（H27 年度） 

目標値 
（H32 年度） 

• 町並みクリーン＆ウォーク

作戦（ごみゼロ運動）の参

加者数を増やす。 

• 参加者数 H22 年度※ 

490 人 

800 人 1,200 人 

• エコアクション 21 の

導入事業所を増やす。 

• エコアクション 21 導

入事業所数 

9 事業所 15 事業所 20 事業所 

※平成 21 年度は雨天中止となったため、平成 22 年度の数字を示しました。 

①①①①行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・市の取り組みや、必要な取り組みについて提案する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・市の取り組みや、必要な取り組みについて提案する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・職員の意識の向上を図る。 

・部署横断的な推進体制である「環境管理委員会」の機能向上を図る。 

 

②②②②地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・地域における取り組みを継続するとともに、積極的に参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・地域における取り組みに参加する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・自治会等と連携し、地域における取り組みを継続するとともに、支援する。 

 

③③③③事業所事業所事業所事業所におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みみみみ    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・事業所の取り組みに関心を持つ。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・「エコアクション 21」をはじめとする環境マネジメントシステムを導入する。 

・事業所における取り組みを広く周知する。 

・従業員の意識の向上を図る。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・事業所への「エコアクション 21」導入の支援を行う。 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行行行行動動動動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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④④④④市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者・・・・行政行政行政行政のののの連携連携連携連携とととと共創共創共創共創    

◎◎◎◎市民市民市民市民はははは…………                                                                                                                                                 

・環境活動のネットワークに参加する。 

◎◎◎◎事業者事業者事業者事業者はははは…………                                                                                                                                                

・環境活動のネットワークに参加する。 

◎◎◎◎行政行政行政行政はははは…………                                                                                                                                                

・環境活動のネットワーク化を図り支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた主体主体主体主体ごとのごとのごとのごとの行動行動行動行動がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    行行行行    動動動動    指指指指    針針針針    
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４．第二次須坂市環境行動計画のチェック体制 

 
 第二次須坂市環境基本計画では、下記に示すようなフローで計画の管理を目指しています。 

 

 

 

 

27 


