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はじめに 

本市は、平成 10 年に「自然と共生する 環境にやさしいまち」を基本理念とする

「四街道市環境基本計画」を策定し、市民、事業者及び市が一体となって連携・協働

することにより環境の保全及び創造に取り組んできました。 

しかし、環境基本計画策定から 15 年が経過し、市街化の進展や、高齢化や後継者

不足による農業従事者の減少等により四街道市の特長である谷津田や里山の荒廃な

ど自然環境の悪化が進んでいます。一方、生活環境でも下水道の整備により河川水質

は改善しているものの、羽田空港の 24 時間操業に伴う航空機騒音の発生やごみの最

終処分場を持たないことから更なるごみの排出抑制が必要となるなど、新たな課題が

浮かび上がってきています。 

また、我が国における環境問題は、自動車の排出ガスによる大気汚染や、家庭から

流される生活排水による水質汚濁などのいわゆる「都市・生活型」から、資源の循環

利用や地球温暖化による気候変動など「地球規模型」へと焦点が移りつつあります。

さらに、近年、頻発する集中豪雨による災害や、平成 23 年３月 11 日に発生した東日

本大震災以降、市民の間に「安全・安心」に関する意識が高まるなど、本市を取り巻

く環境は確実に変化しています。 

こうした社会経済情勢等の変化をとらえ、新たな環境課題に的確に対応し、地球に

やさしい安全・安心なまちづくりを進めるための指針として、「四街道市環境基本計画」

を改定し、平成 26 年度から平成 35 年度までの 10 年間を計画期間とする｢第２次四街

道市環境基本計画｣（以下、｢本計画｣という。）を策定しました。 

計画の改定にあたっては、国が目指す低炭素、循環型、自然共生の３つの社会の実

現を柱とし、それぞれの社会を実現するために安全・安心な生活環境の下、市民参加

型社会・地域協働社会の実現を目指すという構図を基本とし、｢施策の体系｣について

継続的な見直し及び組み直しを行いました。 

この報告書は、本計画における平成26年度の市の取組について点検・評価を実施し、

その結果を年次報告として取りまとめたものです。 

                                                   
 谷津田：台地などの縁辺部の樹枝状に侵食された幅の狭い谷に出来た湿地（谷津）の低地を利用した水田のことを指

します。 
  里山：さまざまな人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた、集落を取り巻く二次林と人工林、農地、ため池、

草原などで構成される地域の概念を指します。 
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 第１章 

計画の点検・評価について 
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１ 施策の基本方針 

本計画では、望ましい環境像である「みどりと都市が調和した心地よく暮らせるま

ち」を達成するために、５つの分野の長期目標及び施策の基本方針を定め、市の特色

を活かした各種の施策*1を展開しています。 

 

●計画の体系● 

望ましい

環境像 
長期目標 施策の基本方針 

み
ど
り
と
都
市
が
調
和
し
た
心
地
よ
く
暮
ら
せ
る
ま
ち 

（安全安心・生活環境分野） 

１.健やかに安心して暮らせるまち 

①生活環境の保全対策 

②美しく快適なまちづくりの推進 

③暮らしやすさの向上 

（循環型社会分野） 

２.循環型社会の実現に向けた仕組み 

づくりを実践するまち 

①３Ｒの推進 

②ごみの適正処理の推進 

（低炭素社会分野） 

３.次世代に引き継ぐ低炭素社会の 

実現に貢献できるまち 

①省エネルギーの推進 

②温室効果ガス排出量の削減 

（自然分野） 

４.思いやりの心が育まれる自然豊か 

なまち 

①自然とのふれあいの推進 

②生物多様性の保全 

（環境教育・行動分野） 

５.みんなで環境づくりに取り組む 

まち 

①環境情報の提供 

②環境保全活動の推進 

③環境教育・環境学習の推進 

 

２ 点検・評価の対象 

点検・評価の対象は、本計画の第４章で示した具体的施策及び第５章で示した主な

施策の指標及び数値目標としました。 

 

３ 点検・評価の方法 

施策の実施状況について点検を行い、具体的施策毎に「○：実施」、「△：一部実

施」、「×：未実施」の３段階で評価しました。また、評価指標を定めた項目は、目

標値と比較して、達成又は未達成を評価しました。

                                                   
*1 施策の内容については、本書の３ページから９ページに掲載しています。 
 3R とは、Reduce(ごみを出さない）、Reuse（ごみを再利用する）、Recycle（再資源化）の頭文字をとったものです。 
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「本計画における施策の基本方針ごとの具体的施策及びその内容」 

長期目標１．（安全安心・生活環境分野） 

健やかに安心して暮らせるまち 

施策の基本方針 具体的施策 施策の内容 

①生活環境の保全

対策 

大気汚染の防止 大気汚染状況の監視の継続 

野焼き監視パトロールの実施 

水質汚濁の防止 県や周辺自治体と連携した水質汚濁の監視・測定体制の拡充 

工場・事業所に対し汚濁物質削減への協力要請 

公共下水道への接続の促進及び啓発 

高度処理型合併処理浄化槽の設置補助の推進と維持管理の促進 

航空機騒音への対応 羽田空港再拡張事業に伴う航空機騒音について、千葉県、関係自治体

と連携した国へ対する騒音軽減に向けた対策の要望 

自動車利用の抑制 マイカーの利用抑制の呼びかけの実施 

身近な生活環境問題への対策 騒音、振動、悪臭、野焼き等の身近な生活環境の保全対策の推進 

不法ヤード対策を強化するため、千葉県、警察など関係機関との連絡

体制や地域と連携した監視体制の整備 

②美しく快適なま

ちづくりの推進 

公園・緑地の整備 都市公園の確保・整備の継続 

社寺林・屋敷林の保全 

公共施設や住居、工場・事業所等の緑化

促進 

公共施設の緑化（グリーンカーテンなど）の推進 

生垣設置補助金の継続推進 

自治会等の団体との協働による公園の維持・管理の推進 

街路樹の整備 街路樹の維持・管理の推進 

四街道駅前大日線の松並木通り等の維持管理 
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施策の基本方針 具体的施策 施策の内容 

（前頁続き） 保存樹木、保存樹林指定制度の活用 古木や巨木等を保存樹木に指定し、樹木等の保存管理への補助の実施 

 親水性と田園環境に配慮した水辺空間の

創出 

河川、水路等の整備に伴う生態系に配慮した市民に親しまれる良好な

水辺空間の創出 

違法駐輪対策の推進 違法駐輪の発生防止についての市民への啓発 

放置自転車の撤去の推進 

良好な住宅・住環境の整備 違反建築物に対するパトロールの強化、市営住宅の改修工事の促進 

増加傾向にある空き家の実態調査の実施及び空き家の効果的な対策の

検討 

③暮らしやすさの

向上 

道路網の整備と安全対策の推進 一般市道（生活道路）の整備・充実 

都市計画道路等の整備 

道路の不法占用、沿道樹木の張り出しによる交通障害物対策の実施 

交通環境を向上させるため、歩道のバリアフリー化や交通安全施設の

整備の推進 

排水対策の推進 道路冠水や住宅浸水を改善するための雨水管、雨水貯留施設、道路側

溝の新設と改修工事の実施 

 

長期目標２．（循環型社会分野） 

循環型社会の実現に向けた仕組みづくりを実践するまち 

施策の基本方針 具体的施策 施策の内容 

①３Rの推進 不用品の交換情報の提供 市役所での掲示や市政だよりによる不用品の交換情報の提供 

エコショップの認定 「エコショップよつかいどう」認定事業の継続・推進 

資源物回収活動の推進 雑紙、植栽剪定枝、廃食油、小型電子機器のリサイクルの推進 
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施策の基本方針 具体的施策 施策の内容 

（前頁続き） （前頁続き） 自治会や子ども会など資源物回収団体への支援 

家具類等を引き取り、補修、販売を行うリユースの拠点施設整備の検討 

リサイクル処理の最適化とごみの分別と

収集の検討 

リサイクル処理の最適化の検討 

新たな分別方法による収集の検討 

ごみの出し方やリサイクルに関するルー

ルの徹底 

市政だより掲載の「クルちゃんのゴミの話」による啓発の継続 

自治会との協働によるごみの出し方のルール遵守の徹底 

講習会や出前講座によるリサイクルに関する市民への啓発 

ごみに関する意識の高揚 ３Rの推進を目的とした資源物集団回収の実施を通じた市民意識の向上

促進 

②ごみの適正処理

の推進 

焼却ごみ量の削減 古紙類（新聞、雑紙、ダンボール、雑誌、紙パック）・繊維類の分別

収集の徹底等、市民への可燃ごみ削減方法の啓発 

紙類の分別を促進するなど事業系ごみの減量化の推進 

ごみ処理施設の維持管理 クリーンセンターの定期的な点検・整備及び老朽化した設備の修繕等

の実施 

不法投棄の防止と不法投棄された廃棄物

の適切な処理 

不法投棄防止看板の設置と広報の継続 

環境保全指導員や不法投棄等監視員による市内パトロールの実施 

不法投棄された廃棄物の速やかな撤去の実施 

一般ごみの集積所での不法投棄廃棄物へのラベルによる警告の実施 
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長期目標３．（低炭素社会分野） 

次世代に引き継ぐ低炭素社会の実現に貢献できるまち 

施策の基本方針 具体的施策 施策の内容 

①省エネルギーの

推進 

省エネルギー建築の推進 断熱材使用やLED等の省エネルギー設備を導入した省エネルギー型建築

の普及促進 

省エネルギー設備の導入促進 公共施設への太陽光発電の導入の推進 

住宅用省エネルギー設備設置費補助金等の継続 

小規模雨水利用設備設置費等補助金の継続 

省エネルギー行動の普及 節電行動の普及啓発 

公共施設における省エネルギー行動の実施 

②温室効果ガス排

出量の削減 

環境家計簿の普及 環境家計簿による省エネ行動の普及 

身近な再生可能エネルギー資源の有効利

用 

太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入可能性の検討 

学校給食等から回収した廃食油を利用したバイオ燃料の精製の検討 

上手な自動車利用の促進 マイカーの利用抑制の呼びかけ 

市の公用車購入要領に基づく低燃費車等のエコカー導入 

公共交通の利用促進と充実 バス、鉄道等公共交通の利用促進に向けた情報提供の充実 

関係機関との協議による市内バス路線の再編成等利便性向上への取組

の推進 

 

  



7 
 

長期目標４．（自然分野） 

思いやりの心が育まれる自然豊かなまち 

施策の基本方針 具体的施策 施策の内容 

①自然とのふれあ

いの推進 

自然とふれあう機会の充実 「花と緑の基金」をはじめとする緑化推進体制の強化による一般家庭

や公園等の身近なみどりの整備の推進 

NPO等との連携による里山、谷津田、社寺林、屋敷林、公園など市内の

自然を利用した自然観察会等市民が自然にふれあえる機会づくりの推

進 

環境観察モデル地区の活用 観察モデル地区を指定し、緑地や里山、湧水等の市民の学習の場とし

ての活用 

農林業とのふれあいの促進 市民農園の利用促進 

市民農林業大学を通じて農林業とのふれあいの場の提供 

②生物多様性の保

全 

森林・里山・農地の保全 市内に残る森林、里山、農地所有者との調整や支援の検討 

水源の保全、不法投棄や耕作放棄地への有効な対策の検討 

市民との協働による栗山地区での里山の保全、自然景観の保持、自然

と触れ合う憩いの場の創出などの総合的・一体的整備の実施 

土砂等の埋立て等による土壌汚染を防止するための監視パトロールの

実施 

水とみどりのネットワーク化 森林、谷津田、里山、水辺と公園、街路樹等をつなぐ水とみどりのネ

ットワークの構築 

自然環境調査の実施 市全域の動植物を対象とした自然環境調査の実施 

森林・農地所有者への支援 農業振興地域整備計画に基づく総合的な農業の振興 

耕作放棄地の再生利用の推進 
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施策の基本方針 具体的施策 施策の内容 

（前頁続き） （前頁続き） 環境にやさしい農業経営者（エコファーマー）への支援 

認定農業者の育成支援の促進 

ファーマーズマーケットや朝市の開催、市内で採れた地場産の食材を

利用した学校給食やレストラン等多様な販売先の開拓による地産地消

の促進 

四街道市森林整備計画に基づく、森林所有者による下草刈りなど森林

整備への支援の実施 

外来生物対策 外来生物に対する情報提供 

 

長期目標５．（環境教育・行動分野） 

みんなで環境づくりに取り組むまち 

施策の基本方針 具体的施策 施策の内容 

①環境情報の提供 環境情報の定期的発信 環境白書や市政だより等による最新の環境情報や環境基本計画に基づ

く施策の実施状況についての情報公開 

多様なツールによる情報発信 市政だよりやホームページによる環境情報発信の充実 

ソーシャルネットワーキングサービス等を利用した新たな情報発信ツ

ールの活用 

②環境保全活動の

推進 

市民やNPOの自発的な活動のサポート 環境保全活動への市民参加機会の充実を図るための「市民提案手続

き」の利用促進 

「みんなで地域づくり事業提案制度（コラボ四街道）」による市民自

らが企画し実施する環境保全活動の支援 
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施策の基本方針 具体的施策 施策の内容 

（前頁続き） 広域的連携の推進 印旛沼流域環境・体験フェアや手繰川河川清掃活動など周辺自治体や

千葉県及び市民と協働した環境保全活動の実施 

美しいまちづくりの推進 環境美化運動や地域清掃活動、ポイ捨て防止及びごみゼロ運動の推進 

交流の場としての機能の充実 公民館等公共施設を活用した市民の活動の場の提供 

交流のための組織の充実 市民・市民団体、事業者、市の交流のための組織の拡充と協働の促進 

③環境教育・環境

学習の推進 

環境教育・環境学習プログラムづくり 市民団体やNPO等と連携した環境教育・学習体制の確立 

環境家計簿を利用した省エネルギーに関する教育・学習の実施 

学校教育や生涯学習などに活用できる環境学習プログラムの作成 

「学校支援地域本部事業」の中で学校支援コーディネーターや地域コ

ーディネーターの配置による環境教育の充実や市内小中学校を開放し

た社会教育の場の提供 

地域文化の保存・継承と郷土学習の充実 学校との連携による地域文化の保存活動の推進 

学校における郷土学習の推進（副読本「わたしたちの四街道」を利用

した学習、歴史民俗資料室を利用した学習等）や市民向け講座での郷

土資料の普及 
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 第２章 

計画の進捗状況について 
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第１節 健やかに安心して暮らせるまち 

本市は生活環境が比較的良好な都市といえますが、野焼きと羽田空港の再拡張に伴

う航空機騒音に関する苦情の割合が多い傾向にあることに加え、光化学オキシダント

の環境基準が達成されていないことなどから生活環境について改善する余地が残され

ています。 

また、安心して暮らすには、憩いとうるおいを感じることのできる緑地の整備や、

道路施設のバリアフリー化の推進などが重要です。 

そこで、施策の基本方針に基づき、私たちが暮らしていくうえで欠かせない生活環

境の保全と、総合的な都市整備に取り組み、生活環境の保全と快適環境の向上の推進

に向けた『健やかに安心して暮らせるまち』を目指します。 

 

 

【１‐① 生活環境の保全対策】 

具体的施策 ａ．大気汚染の防止 

施策の内容 ・大気汚染状況の監視の継続 

・野焼き監視パトロールの実施 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 

 

・ダイオキシン類濃度測定調査、窒素酸化物濃度測定調査を実施した 

・光化学スモッグ、ＰＭ2.5 に係る監視を実施した 

・環境保全指導員（警察官ＯＢ２名）による野焼き等の監視、指導を

実施した 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｂ．水質汚濁の防止 

施策の内容 ・県や周辺自治体と連携した水質汚濁の監視・測定体制の拡充 

・工場・事業所に対し汚濁物質削減への協力要請 

・公共下水道への接続の促進及び啓発 

・高度処理型合併処理浄化槽の設置補助の推進と維持管理の促進 

担当部署 環境政策課（下水道課）*1 

進捗状況 ・県の調査日程と調整して河川水質調査を実施した 

・水洗便所改造資金助成により、公共下水道への接続を促進した 

・下水道未普及地区の整備を実施した 

・高度処理型合併処理浄化槽設置補助金を交付した（５件） 

評  価 △ 

                                                   
*1 担当部署欄のカッコ内の部署は、関連部署を意味します（以降も同様です）。 
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具体的施策 ｃ．航空機騒音への対応 

施策の内容 ・羽田空港再拡張事業に伴う航空機騒音について、千葉県、関係自治

体と連携した国へ対する騒音軽減に向けた対策の要望 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・県や関係自治体によって構成される連絡協議会へ参加し、騒音対策

の要望を行った 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｄ．自動車利用の抑制 

施策の内容 ・マイカーの利用抑制の呼びかけの実施 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・職員向けの啓発掲示を実施した 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｅ．身近な生活環境問題への対策 

施策の内容 ・騒音、振動、悪臭、野焼き等の身近な生活環境の保全対策の推進 

・不法ヤード対策を強化するため、千葉県、警察など関係機関との連

絡体制や地域と連携した監視体制の整備 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・騒音、振動、悪臭、野焼き等の苦情対応を実施した 

・県、警察、消防と協力し、合同でヤードパトロールを実施した 

評  価 ○ 

 

【１‐② 美しく快適なまちづくりの推進】 

具体的施策 ａ．公園・緑地の整備 

施策の内容 ・都市公園の確保・整備の継続 

・社寺林・屋敷林の保全 

担当部署 都市計画課、産業振興課 

進捗状況 ・公園の維持・管理を実施した 

評  価 △ 
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具体的施策 ｂ．公共施設や住居、工場・事業所等の緑化促進 

施策の内容 ・公共施設の緑化（グリーンカーテンなど）の推進 

・生垣設置補助金の継続推進 

・自治会等の団体との協働による公園の維持・管理の推進 

担当部署 管財課、都市計画課（建築課、環境政策課、道路管理課） 

進捗状況 ・本庁舎（会計課脇・窓口サービス課後方）及び第２庁舎にて、ゴー

ヤを用いてのグリーンカーテンを実施した 

・生垣設置助成を行った（３件、35.7m） 

・自治会と、清掃協力団体の協定を結び公園の維持・管理を行った 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｃ．街路樹の整備 

施策の内容 ・街路樹の維持・管理の推進 

・四街道駅前大日線の松並木通り等の維持管理 

担当部署 道路管理課（管財課） 

進捗状況 ・街路樹の維持・管理を行った（要望のあったものを随時剪定した） 

・松並木通り等の枯れ枝及び折れ枝の剪定、伐採を行った 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｄ．保存樹木、保存樹林指定制度の活用 

施策の内容 ・古木や巨木等を保存樹木に指定し、樹木等の保存管理への補助の実

施 

担当部署 産業振興課（社会教育課） 

進捗状況 ・選定された保存樹木等に対して、管理費の一部を助成した（樹木46

本、樹林６箇所） 

・市指定文化財管理者に管理謝礼金を支給した 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｅ．親水性と田園環境に配慮した水辺空間の創出 

施策の内容 ・河川、水路等の整備に伴う生態系に配慮した市民に親しまれる良好

な水辺空間の創出 

担当部署 環境政策課（下水道課） 

進捗状況 ・手繰川の清掃を実施した 

評  価 △ 
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具体的施策 ｆ．違法駐輪対策の推進 

施策の内容 ・違法駐輪の発生防止についての市民への啓発 

・放置自転車の撤去の推進 

担当部署 道路管理課 

進捗状況 ・違法駐輪の発生防止のため、クリーンキャンペーンを実施した 

・放置自転車撤去の推進のため、指導及びパトロールを実施した 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｇ．良好な住宅・住環境の整備 

施策の内容 ・違反建築物に対するパトロールの強化、市営住宅の改修工事の促進 

・増加傾向にある空き家の実態調査の実施及び空き家の効果的な対策

の検討 

担当部署 建築課（自治振興課） 

進捗状況 ・違反建築物に対するパトロールを実施した（６回） 

・公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の改修工事を実施した 

・空き家実態調査を実施した 

・住生活基本計画の中で、空き家の効果的な対策を検討した 

評  価 ○ 

 

【１‐③ 暮らしやすさの向上】 

具体的施策 ａ．道路網の整備と安全対策の推進 

施策の内容 ・一般市道（生活道路）の整備・充実 

・都市計画道路等の整備 

・道路の不法占用、沿道樹木の張り出しによる交通障害物対策の実施 

・交通環境を向上させるため、歩道のバリアフリー化や交通安全施設

の整備の推進 

担当部署 道路建設課、道路管理課 

進捗状況 ・舗装が傷んでいた箇所について、舗装修繕工事を実施した 

・３.３.１山梨臼井線整備事業を実施した 

・みそら地区の歩道の切り下げを行い、バリアフリー化を図った 

・市内で要望のある場所に、交通安全施設等の設置を行った 

評  価 △ 
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具体的施策 ｂ．排水対策の推進 

施策の内容 ・道路冠水や住宅浸水を改善するための雨水管、雨水貯留施設、道路

側溝の新設と改修工事の実施 

担当部署 道路管理課（下水道課） 

進捗状況 ・市内の冠水軽減のため緑ヶ丘第９幼児公園に貯留施設を設置した 

・地下貯留施設等の設置に向けた実施設計を行った 

・市内要望箇所に道路側溝等を整備した 

評  価 ○ 
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第２節 循環型社会の実現に向けた仕組みづくりを実践するまち 

大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムやライフスタイルを見直し、持続

可能な循環型社会の構築に向けた取組は、現在避けることのできない課題となってい

ます。また、本市には最終処分場がなく、焼却灰等のごみの焼却残渣の処分は、他の

自治体に依存している状況です。 

そこで、施策の基本方針に基づき、市民・市民団体、事業者、市が協調して廃棄物

の減量化及び再資源化に取り組み、『循環型社会の実現に向けた仕組みづくりを実践

するまち』を目指します。 

 

 

【２‐① ３Ｒの推進】 

具体的施策 ａ．不用品の交換情報の提供 

施策の内容 ・市役所での掲示や市政だよりによる不用品の交換情報の提供 

担当部署 産業振興課 

進捗状況 ・譲りたい、若しくは譲ってほしい物の登録、紹介、広報掲載を行っ

た（登録件数229件、成立件数114件） 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｂ．エコショップの認定 

施策の内容 ・「エコショップよつかいどう」認定事業の継続・推進 

担当部署 廃棄物対策課 

進捗状況 ・市政だよりやホームページによりエコショップの周知を図った 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｃ．資源物回収活動の推進 

施策の内容 ・雑紙、植栽剪定枝、廃食油、小型電子機器のリサイクルの推進 

・自治会や子ども会など資源物回収団体への支援 

・家具類等を引き取り、補修、販売を行うリユースの拠点施設整備の検討  

担当部署 廃棄物対策課（クリーンセンター） 

進捗状況 ・27年１月より、小型電子機器リサイクルを開始した 

・雑誌等の資源物を集積所等から収集、保管をしたのち、売払いを行

った 

・再資源化物集団回収事業補助金を交付した（自治会や子ども会など

77登録団体） 

評  価 △ 
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具体的施策 ｄ．リサイクル処理の最適化とごみの分別と収集の検討 

施策の内容 ・リサイクル処理の最適化の検討 

・新たな分別方法による収集の検討 

担当部署 廃棄物対策課（クリーンセンター） 

進捗状況 ・資源有価物の市況の変化に対応できるよう、売払い方法について検

討したが、現状維持である 

・廃食油の分別収集の検討を行った 

・廃食油の資源物回収の検討を行った 

・27年１月より不燃ごみから小型電子機器の分別収集を開始した 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｅ．ごみの出し方やリサイクルに関するルールの徹底 

施策の内容 ・市政だより掲載の「クルちゃんのゴミの話」による啓発の継続 

・自治会との協働によるごみの出し方のルール遵守の徹底 

・講習会や出前講座によるリサイクルに関する市民への啓発 

担当部署 廃棄物対策課（クリーンセンター） 

進捗状況 ・「クルちゃんのゴミの話」をとおして３Ｒの広報を行った 

・ごみの分別ガイドブック及び家庭ごみの出し方一覧を市民配布した 

・市政だよりによりごみの出し方の周知を図った 

評  価 △ 

 

具体的施策 ｆ．ごみに関する意識の高揚 

施策の内容 ・３R の推進を目的とした資源物集団回収の実施を通じた市民意識の

向上促進 

担当部署 廃棄物対策課 

進捗状況 ・市政だよりで集団回収量を広報した 

・ホームページで登録団体（地区、品目）及び新規登録団体募集の広

報を行った 

評  価 ○ 
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【２‐② ごみの適正処理の推進】 

具体的施策 ａ．焼却ごみ量の削減 

施策の内容 ・古紙類（新聞、雑紙、ダンボール、雑誌、紙パック）・繊維類の分

別収集の徹底等、市民への可燃ごみ削減方法の啓発 

・紙類の分別を促進するなど事業系ごみの減量化の推進 

担当部署 廃棄物対策課（クリーンセンター） 

進捗状況 ・市政だより及びホームページ掲載による市民への可燃ごみ削減方法

の啓発を行った 

・事業系ごみ搬入業者に対し、ごみの分別を随時指導した 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｂ．ごみ処理施設の維持管理 

施策の内容 ・クリーンセンターの定期的な点検・整備及び老朽化した設備の修繕

等の実施 

担当部署 クリーンセンター 

進捗状況 ・ごみ焼却施設において保守点検及び整備工事を行い、粗大ごみ処理

施設において保守点検を実施した 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｃ．不法投棄の防止と不法投棄された廃棄物の適切な処理 

施策の内容 ・不法投棄防止看板の設置と広報の継続 

・環境保全指導員や不法投棄等監視員による市内パトロールの実施 

・不法投棄された廃棄物の速やかな撤去の実施 

・一般ごみの集積所での不法投棄廃棄物へのラベルによる警告の実施 

担当部署 廃棄物対策課、環境政策課、クリーンセンター 

進捗状況 ・不法投棄禁止看板を設置した 

・市政だよりやホームページなどで不法投棄禁止の周知を図った 

・環境保全指導員や不法投棄監視員による投棄物等のパトロールを実

施した 

・不法投棄された廃棄物の撤去を迅速に行った 

・収集不適ごみ排出者に対しラベル貼付による警告を実施した後、回

収・処理を行った 

評  価 ○ 
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第３節 次世代に引き継ぐ低炭素社会の実現に貢献できるまち 

地球温暖化問題に代表される地球規模での環境問題に対応していくことは、私たち

の世代の責務となっています。また、東日本大震災によって引き起こされた福島第一

原子力発電所の事故は、あらためて我々のエネルギー消費に対する意識を見つめなお

す契機となりました。 

そこで、施策の基本方針に基づき、市民・市民団体、事業者、市が一体となって、

地球温暖化対策に継続して取り組んでいくとともに、再生可能エネルギーの導入など

省エネルギーに取り組み、『次世代に引き継ぐ低炭素社会の実現に貢献できるまち』

を目指します。 

 

 

【３‐① 省エネルギーの推進】 

具体的施策 ａ．省エネルギー建築の推進 

施策の内容 ・断熱材使用や LED 等の省エネルギー設備を導入した省エネルギー型

建築の普及促進 

担当部署 環境政策課（建築課、管財課、自治振興課、教育総務課） 

進捗状況 ・省エネ設備等の普及促進のため、補助金交付の広報を実施した 

・庁舎照明器具の更新の際は、環境配慮型やLED式の器具を導入した 

・市内の一般防犯灯のLED化を実施した（8,100基） 

・栗山小学校の改築において、断熱材やLEDを使用した 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｂ．省エネルギー設備の導入促進 

施策の内容 ・公共施設への太陽光発電の導入の推進 

・住宅用省エネルギー設備設置費補助金等の継続 

・小規模雨水利用設備設置費等補助金の継続 

担当部署 環境政策課（建築課、教育総務課、管財課） 

進捗状況 ・栗山小学校屋上に太陽光発電システムを設置した（10kW） 

・住宅用太陽光発電設備設置費補助金及び住宅用省エネルギー設備設

置費補助金の交付を行った（住宅用太陽光発電システム154件、住

宅用省エネルギー設備19件） 

・小規模雨水利用設備設置費等補助金の交付を行った（12件） 

評  価 ○ 
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具体的施策 ｃ．省エネルギー行動の普及 

施策の内容 ・節電行動の普及啓発 

・公共施設における省エネルギー行動の実施 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・庁舎内の節電及び省エネ行動に取り組むよう、庁内に周知を図った 

評  価 ○ 

 

 

【３‐② 温室効果ガス排出量の削減】 

具体的施策 ａ．環境家計簿の普及 

施策の内容 ・環境家計簿による省エネ行動の普及 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・市の環境家計簿の様式について検討した 

評  価 △ 

 

具体的施策 ｂ．身近な再生可能エネルギー資源の有効利用 

施策の内容 ・太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入可能性の検討 

・学校給食等から回収した廃食油を利用したバイオ燃料の精製の検討 

担当部署 環境政策課、障害者支援課 

進捗状況 ・廃食油を利用したバイオ燃料の精製を検討した 

評  価 △ 

 

具体的施策 ｃ．上手な自動車利用の促進 

施策の内容 ・マイカーの利用抑制の呼びかけ 

・市の公用車購入要領に基づく低燃費車等のエコカー導入 

担当部署 環境政策課、管財課 

進捗状況 ・通勤に公共交通機関を積極的に利用するよう、庁内に周知を図った 

・公用車の買換え時に燃費基準達成車を購入した 

評  価 ○ 
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具体的施策 ｄ．公共交通の利用促進と充実 

施策の内容 ・バス、鉄道等公共交通の利用促進に向けた情報提供の充実 

・関係機関との協議による市内バス路線の再編成等利便性向上への取

組の推進 

担当部署 政策推進課 

進捗状況 ・市内バス路線案内のパンフレットを作成し、市民に配布した 

・事業者との協議、調整及びJR東日本への要望を行い、バス運行の改

善（深夜バス運行開始、新路線運行開始、バス停新設）を図った 

評  価 ○ 
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第４節 思いやりの心が育まれる自然豊かなまち 

谷津田、里山など市内に残る自然環境は市民の安らぎの空間としての役割を持つほ

か、生態系をになう重要な要素です。わたしたち人間も生態系を構成する一部として

これらから多くの恩恵を受けていることから、自然環境を保全していくことはとても

重要です。 

そこで、施策の基本方針に基づき、市民・市民団体、事業者、市が協働して、森林、

谷津田や里山の保全、農業の活性化に取り組み、生物多様性の保全に向けた『思いや

りの心が育まれる自然豊かなまち』を目指します。 

 

 

【４‐① 自然とのふれあいの推進】 

具体的施策 ａ．自然とふれあう機会の充実 

施策の内容 ・「花と緑の基金」をはじめとする緑化推進体制の強化による一般家

庭や公園等の身近なみどりの整備の推進 

・NPO 等との連携による里山、谷津田、社寺林、屋敷林、公園など市

内の自然を利用した自然観察会等市民が自然にふれあえる機会づく

りの推進 

担当部署 環境政策課、都市計画課（社会教育課、政策推進課※） 

進捗状況 ・栗山みどりの保全事業において、散策路整備、動植物調査及び谷津

田の保全を行った 

・都市緑化月間（10月）に合わせて、緑化フェアを開催した 

・コラボ四街道の採択団体である「Y・Y・NOWSON」をはじめとした

市民団体が、市民が里山等にふれあえる事業を展開した 

・文化財ボランティアガイドの会との協働事業による「文化財散歩」

（和良比地区）を実施した 

備  考 ※政策推進課における当該施策については、所管が変更となったた

め、シティセールス推進課が進捗状況報告を行っている 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｂ．環境観察モデル地区の活用 

施策の内容 ・観察モデル地区を指定し、緑地や里山、湧水等の市民の学習の場と

しての活用 

担当部署 環境政策課（都市計画課、都市整備課） 

進捗状況 ・ホタルの自然観察地として、土地の借上げを行った 

評  価 △ 
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具体的施策 ｃ．農林業とのふれあいの促進 

施策の内容 ・市民農園の利用促進 

・市民農林業大学を通じて農林業とのふれあいの場の提供 

担当部署 産業振興課 

進捗状況 ・市政だよりで市民農園の利用者を募集した（利用件数259件） 

・森林及び園芸に関する基礎知識と管理技術の取得のための講習会を

開催した（耕作の部８回、林業の部９回） 

評  価 ○ 

 

【４‐② 生物多様性の保全】 

具体的施策 ａ．森林・里山・農地の保全 

施策の内容 ・市内に残る森林、里山、農地所有者との調整や支援の検討 

・水源の保全、不法投棄や耕作放棄地への有効な対策の検討 

・市民との協働による栗山地区での里山の保全、自然景観の保持、自

然と触れ合う憩いの場の創出などの総合的・一体的整備の実施 

・土砂等の埋立て等による土壌汚染を防止するための監視パトロールの実施 

担当部署 産業振興課、都市計画課、環境政策課 

進捗状況 ・栗山みどりの保全事業において、散策路整備、動植物調査及び谷津

田の保全を行った 

・職員及び環境保全指導員による土砂等の埋立て等の監視パトロール

を実施した 

評  価 △ 

 

具体的施策 ｂ．水とみどりのネットワーク化 

施策の内容 ・森林、谷津田、里山、水辺と公園、街路樹等をつなぐ水とみどりの

ネットワークの構築 

担当部署 都市計画課（環境政策課） 

進捗状況 ・水とみどりのネットワークの構築はできていない 

評  価 × 

 

具体的施策 ｃ．自然環境調査の実施 

施策の内容 ・市全域の動植物を対象とした自然環境調査の実施 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・自然環境調査は実施できていない 

評  価 × 
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具体的施策 ｄ．森林・農地所有者への支援 

施策の内容 ・農業振興地域整備計画に基づく総合的な農業の振興 

・耕作放棄地の再生利用の推進 

・環境にやさしい農業経営者（エコファーマー）への支援 

・認定農業者への育成支援の促進 

・ファーマーズマーケットや朝市の開催、市内で採れた地場産の食材

を利用した学校給食やレストラン等多様な販売先の開拓による地産

地消の促進 

・四街道市森林整備計画に基づく、森林所有者による下草刈りなど森

林整備への支援の実施 

担当部署 産業振興課（農業委員会事務局、指導課） 

進捗状況 ・27年度の農業振興地域整備計画の見直し実施に向けた準備を行った 

・ヘアリーベッチの実証展示圃による耕作放棄地再生利用の啓発を行

った 

・実証展示圃の草刈、ヘアリーベッチの種まきを行った 

・環境保全型農業直接支援事業補助金により、有機農業の支援を実施

した（１件） 

・認定農業者の新規認定及び再認定を実施した（新規認定５人、再認

定２人） 

・朝市の開催（ほぼ毎週日曜日）と都市近郊農業のPRのため認定農業

者会の共催による市民親子農業収穫体験（梨の収穫体験と梨を使っ

たデザート作り）（１日間、12組参加）を実施した 

・学校給食において、市内で採れた地場産の食材を活用し、地産地消

の促進に努めた 

・下刈推進事業として費用の一部を助成した（６人、411,522㎡） 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｅ．外来生物対策 

施策の内容 ・外来生物に対する情報提供 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・カミツキガメ等に関する注意喚起などホームページ等で広報を行った  

・カミツキガメの捕獲を行った（１件） 

評  価 ○ 
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５ みんなで環境づくりに取り組むまち 

環境保全への取組は、継続的な環境教育・環境学習が欠かせないものであり、教育

現場、地域現場などすべての主体が一体となり行動、学習することが必要です。加え

て、東日本大震災後は、地域のきずなの重要性があらためて見直され、地域活動に参

加する機運が高まっています。 

そこで、施策の基本方針に基づき、市民・市民団体、ＮＰＯ、地域コミュニティな

ど地域社会を構成するさまざまな主体との連携・協働を一層強固なものとし、環境教

育・環境学習の推進に取り組み、『みんなで環境づくりに取り組むまち』を目指しま

す。 

 

 

【５‐① 環境情報の提供】 

具体的施策 ａ．環境情報の定期的発信 

施策の内容 ・環境白書や市政だより等による最新の環境情報や環境基本計画に基

づく施策の実施状況についての情報公開 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・市で行ったダイオキシン類濃度測定調査等の環境情報を、ホームペ

ージ・市政だより等で公表した 

評  価 △ 

 

具体的施策 ｂ．多様なツールによる情報発信 

施策の内容 ・市政だよりやホームページによる環境情報発信の充実 

・ソーシャルネットワーキングサービス等を利用した新たな情報発信

ツールの活用 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・Facebookを活用し、市庁舎で実施しているポスター展示会の案内な

どの広報を行った 

評  価 △ 
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【５‐② 環境保全活動の推進】 

具体的施策 ａ．市民や NPO の自発的な活動のサポート 

施策の内容 ・環境保全活動への市民参加機会の充実を図るための「市民提案手続

き」の利用促進 

・「みんなで地域づくり事業提案制度（コラボ四街道）」による市民

自らが企画し実施する環境保全活動の支援 

担当部署 環境政策課（政策推進課※） 

進捗状況 ・年２回市民提案手続きのお知らせを市政だよりとホームページで行

った 

・栗山みどりの保全事業実行委員会が実施する「たろやまの里」保全

活動に補助金を交付する等、支援を行った 

備  考 ※政策推進課における当該施策については、所管が変更となったた

め、シティセールス推進課が進捗状況報告を行っている 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｂ．広域的連携の推進 

施策の内容 ・印旛沼流域環境・体験フェアや手繰川河川清掃活動など周辺自治体

や千葉県及び市民と協働した環境保全活動の実施 

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・印旛沼流域環境・体験フェアや手繰川河川清掃活動などを通じて周

辺自治体や千葉県及び市民と協働して事業を行った 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｃ．美しいまちづくりの推進 

施策の内容 ・環境美化運動や地域清掃活動、ポイ捨て防止及びごみゼロ運動の推進  

担当部署 環境政策課、クリーンセンター 

進捗状況 ・環境美化表彰、ポイ捨て防止キャンペーンを実施した 

・ごみゼロ運動を実施した（春・秋の年２回、合計13,450人が参加） 

評  価 ○ 

 

具体的施策 ｄ．交流の場としての機能の充実 

施策の内容 ・公民館等公共施設を活用した市民の活動の場の提供 

担当部署 環境政策課（社会教育課） 

進捗状況 ・市内３公民館及び和良比小学校、四街道中学校で特別教室を市民に

開放し、活動の場を提供した 

評  価 ○ 
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具体的施策 ｅ．交流のための組織の充実 

施策の内容 ・市民・市民団体、事業者、市の交流のための組織の拡充と協働の促進  

担当部署 環境政策課 

進捗状況 ・組織の拡充や協働の促進はできていない 

評  価 × 

 

【５‐③ 環境教育・環境学習の推進】 

具体的施策 ａ．環境教育・環境学習プログラムづくり 

施策の内容 ・市民団体や NPO 等と連携した環境教育・学習体制の確立 

・環境家計簿を利用した省エネルギーに関する教育・学習の実施 

・学校教育や生涯学習などに活用できる環境学習プログラムの作成 

・「学校支援地域本部事業」の中で学校支援コーディネーターや地域

コーディネーターの配置による環境教育の充実や市内小中学校を開

放した社会教育の場の提供 

担当部署 環境政策課（指導課） 

進捗状況 ・市民団体の環境に係る定例会に出席し、連携を図った 

・市の環境家計簿の様式について検討した 

評  価 △ 

 

具体的施策 ｂ．地域文化の保存・継承と郷土学習の充実 

施策の内容 ・学校との連携による地域文化の保存活動の推進 

・学校における郷土学習の推進（副読本「わたしたちの四街道」を利

用した学習、歴史民俗資料室を利用した学習等）や市民向け講座で

の郷土資料の普及 

担当部署 社会教育課、指導課 

進捗状況 ・市内小学生の社会科学習、総合的な学習の一環として、歴史民俗資

料室見学、八木原貝塚見学等を実施した 

・実情に応じて地域のお祭りやお囃子等について学ぶ機会をもつよ

う、各学校に指導・助言を行った 

・歴史民俗資料室の見学に加え、民具資料の貸し出し、出前授業等を

実施した 

・児童の本市伝統文化や地域遺産への理解が深まるよう、副読本や歴

史民俗資料室の効果的な活用について、各小学校に指導、助言を行

った 

評  価 ○ 
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進捗状況の評価について 
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１ 指標の進捗状況と評価 

指標の進捗状況を点検し、達成状況について評価を行いました。 

 

評価指標 
基準 現状 数値目標 

25年度始 26年度末 30年度末 35年度末 

高度処理型合併処理浄化槽 

補助件数（累計） 
124件 145件 240件 340件 

都市公園の市民一人当たりの 

面積（累計） 
7.2㎡/人 7.2㎡/人 8.9㎡/人 9.0㎡/人 

放置自転車等撤去台数 

（単年度） 
1,132台 1,035台 1,000台 1,000台 

バリアフリー化した歩道整備 

箇所数（累計） 
127箇所 157箇所 207箇所 287箇所 

下水道整備率（累計） 

 
83.5％ 85.5％ 90.8％ 90.8％ 

1人1日当たりごみ排出量 

（単年度） 

875 

(g/人・日) 

842 

(g/人・日) 

809 

(g/人・日) 

809 

(g/人・日) 

リサイクル率 

（単年度） 
24.9％ 24.1％ 36.6％ 36.6％ 

住宅用省エネルギー設備 

等設置件数（累計） 
169件 463件 900件 1,525件 

小規模雨水利用設備設置 

件数（累計） 
44件 84件 195件 320件 

市内循環バス「ヨッピィ」 

の利用者数（単年度） 
81,988人 74,356人 82,000人 82,000人 

認定農業者の認定数 

（累計） 
21件 28件 25件 30件 

市民農園の利用率 

（累計） 
81％ 71％ 85％ 90％ 

環境家計簿取組報告世帯数 

（累計） 
未実施 未実施 150世帯 300世帯 

ごみゼロ運動の参加人数 

（単年度）※年2回の平均値 
6,000人 6,725人 6,350人 6,700人 
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評価指標 高度処理型合併処理浄化槽補助件数（累計） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 124件  

参  考：平成25年度末 140件 

中間目標：平成30年度末 240件 

目  標：平成35年度末 340件 

年度末実績 

（カッコ内

は、単年度の

実績） 

26年度 145件(5件) 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（件） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 未達成  

備 考 
要綱改正（26年4月1日施行）により、補助要件等が変更となりま

した。 

   

124 

240 

340 

140 145 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

基準 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35



31 
 

 

評価指標 都市公園の市民一人当たりの面積（累計） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 7.2㎡/人  

中間目標：平成30年度末 8.9㎡/人 

目  標：平成35年度末 9.0㎡/人 

年度末実績 

26年度 7.2㎡/人 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（㎡/人） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 未達成  

備 考  
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評価指標 放置自転車等撤去台数（単年度） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 1,132台  

中間目標：平成30年度末 1,000台 

目  標：平成35年度末 1,000台 

年度末実績 

26年度 1,035台 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（台） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 達成  

備 考  
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評価指標 バリアフリー化した歩道整備個所数（累計） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 127箇所  

中間目標：平成30年度末 207箇所 

目  標：平成35年度末 287箇所 

年度末実績 

26年度 157箇所 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（箇所） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 達成  

備 考  
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評価指標 下水道整備率（累計） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 83.5％  

中間目標：平成30年度末 90.8％ 

目  標：平成35年度末 90.8％ 

年度末実績 

26年度 85.5％ 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（％） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 未達成  

備 考  

   

83.5 

90.8 90.8 

85.5 

70

75

80

85

90

95

100

基準 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35



35 
 

 

評価指標 1人1日当たりごみ排出量（単年度） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 875(g/人・日)  

中間目標：平成30年度末 809(g/人・日) 

目  標：平成35年度末 809(g/人・日) 

年度末実績 

26年度 842(g/人・日) 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（g/人・日） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 達成  

備 考  
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評価指標 リサイクル率（単年度） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 24.9％  

参  考：平成25年度末 24.7％ 

中間目標：平成30年度末 36.6％ 

目  標：平成35年度末 36.6％ 

年度末実績 

26年度 24.1％ 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（％） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 未達成  

備 考  
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評価指標 住宅用省エネルギー設備等設置件数（累計） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 169件  

参  考：平成25年度末 290件(121件) 

中間目標：平成30年度末 900件 

目  標：平成35年度末 1,525件 

年度末実績 

（カッコ内

は、単年度の

実績） 

26年度 463件(173件) 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（件） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 達成  

備 考 

①住宅用太陽光発電システム、②家庭用燃料電池システム、③定

置用リチウムイオン蓄電システム、④自動車充給電設備の補助金

交付件数です。26年度は、①154件、②15件、③４件でした。 
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評価指標 小規模雨水利用設備設置件数（累計） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 44件  

参  考：平成25年度末 72件(28件) 

中間目標：平成30年度末 195件 

目  標：平成35年度末 320件 

年度末実績 

（カッコ内

は、単年度の

実績） 

26年度 84件(12件) 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（件） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 未達成  

備 考  
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評価指標 市内循環バス「ヨッピィ」の利用者数（単年度） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 81,988人  

中間目標：平成30年度末 82,000人 

目  標：平成35年度末 82,000人 

年度末実績 

26年度 74,356人 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（千人） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 未達成  

備 考  
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評価指標 認定農業者の認定数（累計） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 21件  

中間目標：平成30年度末 25件 

目  標：平成35年度末 30件 

年度末実績 

26年度 28件 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（件） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 達成  

備 考  
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評価指標 市民農園の利用率（累計） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 81％  

中間目標：平成30年度末 85％ 

目  標：平成35年度末 90％ 

年度末実績 

26年度 71％ 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（％） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 未達成  

備 考  
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評価指標 環境家計簿取組報告世帯数（累計） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 未実施  

中間目標：平成30年度末 150世帯 

目  標：平成35年度末 300世帯 

年度末実績 

26年度 未実施 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（世帯） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 未達成  

備 考  
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評価指標 ごみゼロ運動の参加人数（単年度） 

基準及び目標 

基  準：平成25年4月1日 6,000人  

中間目標：平成30年度末 6,350人 

目  標：平成35年度末 6,700人 

年度末実績 

26年度 6,725人 31年度 - 

27年度 - 32年度 - 

28年度 - 33年度 - 

29年度 - 34年度 - 

30年度 - 35年度 - 

進捗グラフ 

（件） 

（年度） 

 
丸印は、目標値を表しています。また、途中経過の目安として、 

点線で目標値間を接続しています。 

評 価 達成  

備 考 春と秋のごみゼロ運動参加者数の平均人数で算出しています。 
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２ まとめ 

進捗状況調査の結果から、具体的施策の実施状況については、全 47 項目のうち、

31 項目が実施、13 項目が一部実施と評価され、殆どの施策で概ね取り組みがなされ

ていることが確認できました。 

また一方で、３項目が未実施の状況であると確認できました。これらの未実施と評

価された３つの施策は、長期目標４．自然分野の「②生物多様性の保全」が２項目、

長期目標５．環境教育・行動分野の「②環境保全活動の推進」が１項目という内訳と

なっており、自然分野及び環境教育分野の施策の進捗に遅れがみられることがわかり

ました。 

指標として数値目標が定められている項目については、全14項目のうち、６項目が

当該年度における目標値を達成し、順調に進捗していましたが、８項目が未達成でし

た。 

具体的施策の評価及び評価指標の達成状況について、以下の一覧にまとめました。 

 

１．具体的施策の進捗状況評価一覧 

長期目標１．（安全安心・生活環境分野） 

健やかに安心して暮らせるまち 

施策の基本方針 具体的施策 評価 

①生活環境の保全

対策 

大気汚染の防止 ○ 

水質汚濁の防止 △ 

航空機騒音への対応 ○ 

自動車利用の抑制 ○ 

身近な生活環境問題への対策 ○ 

②美しく快適なま

ちづくりの推進 

公園・緑地の整備 △ 

公共施設や住居、工場・事業所等の緑化促進 ○ 

街路樹の整備 ○ 

保存樹木、保存樹林指定制度の活用 ○ 

親水性と田園環境に配慮した水辺空間の創出 △ 

違法駐輪対策の推進 ○ 

良好な住宅・住環境の整備 ○ 

③暮らしやすさの

向上 

道路網の整備と安全対策の推進 △ 

排水対策の推進 ○ 
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長期目標２．（循環型社会分野） 

循環型社会の実現に向けた仕組みづくりを実践するまち 

施策の基本方針 具体的施策 評価 

①３Rの推進 不用品の交換情報の提供 ○ 

エコショップの認定 ○ 

資源物回収活動の推進 △ 

リサイクル処理の最適化とごみの分別と収集の検討 ○ 

ごみの出し方やリサイクルに関するルールの徹底 △ 

ごみに関する意識の高揚 ○ 

②ごみの適正処理

の推進 

焼却ごみ量の削減 ○ 

ごみ処理施設の維持管理 ○ 

不法投棄の防止と不法投棄された廃棄物の適切な処理 ○ 

 

長期目標３．（低炭素社会分野） 

次世代に引き継ぐ低炭素社会の実現に貢献できるまち 

施策の基本方針 具体的施策 評価 

①省エネルギーの

推進 

省エネルギー建築の推進 ○ 

省エネルギー設備の導入促進 ○ 

省エネルギー行動の普及 ○ 

②温室効果ガス排

出量の削減 

環境家計簿の普及 △ 

身近な再生可能エネルギー資源の有効利用 △ 

上手な自動車利用の促進 ○ 

公共交通の利用促進と充実 ○ 

 

長期目標４．（自然分野） 

思いやりの心が育まれる自然豊かなまち 

施策の基本方針 具体的施策 評価 

①自然とのふれあ

いの推進 

自然とふれあう機会の充実 ○ 

環境観察モデル地区の活用 △ 

農林業とのふれあいの促進 ○ 

②生物多様性の保

全 

森林・里山・農地の保全 △ 

水とみどりのネットワーク化 × 

自然環境調査の実施 × 

森林・農地所有者への支援 ○ 

外来生物対策 ○ 
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長期目標５．（環境教育・行動分野） 

みんなで環境づくりに取り組むまち 

施策の基本方針 具体的施策 評価 

①環境情報の提供 環境情報の定期的発信 △ 

多様なツールによる情報発信 △ 

②環境保全活動の

推進 

市民やNPOの自発的な活動のサポート ○ 

広域的連携の推進 ○ 

美しいまちづくりの推進 ○ 

交流の場としての機能の充実 ○ 

交流のための組織の充実 × 

③環境教育・環境

学習の推進 

環境教育・環境学習プログラムづくり △ 

地域文化の保存・継承と郷土学習の充実 ○ 

 

２．評価指標の達成状況一覧 

評価指標 達成状況 

高度処理型合併処理浄化槽補助件数（累計） 未達成 

都市公園の市民一人当たりの面積（累計） 未達成 

放置自転車等撤去台数（単年度） 達成 

バリアフリー化した歩道整備箇所数（累計） 達成 

下水道整備率（累計） 未達成 

1人1日当たりごみ排出量（単年度） 達成 

リサイクル率（単年度） 未達成 

住宅用省エネルギー設備等設置件数（累計） 達成 

小規模雨水利用設備設置件数（累計） 未達成 

市内循環バス「ヨッピィ」の利用者数（単年度） 未達成 

認定農業者の認定数（累計） 達成 

市民農園の利用率（累計） 未達成 

環境家計簿取組報告世帯数（累計） 未達成 

ごみゼロ運動の参加人数（単年度） 達成 

 

資料 

1．第２次四街道市環境基本計画 

2．第２次四街道市環境基本計画概要版 


