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第 1章 計画の基本的な考え方 

第 1節 計画の背景 

環境の世紀と言われている２１世紀においての私たちは，便利さや快適さを追い求めて２０世紀

を駆け抜け，自動車やエアコン，手軽な使い捨て商品などを手に入れ，一面で快適で豊かな暮らし

を実現してきたライフスタイルを環境の保全という視点から行動することが必要となっています。 

この便利な暮らしとそれを支える事業活動からなる社会経済活動は，膨大な資源やエネルギーの

消費の上に成り立ち，自然の循環から切り離されたごみや有害な化学物質の排出などを招いていま

す。その影響は，今や地域の環境の悪化としてばかりでなく，二酸化炭素＊等の増加に伴う地球温

暖化や新たな環境問題をもたらしています。これらの問題は，将来にわたって地球全体に影響を及

ぼすという空間的時間的広がりを持つ，人類の生存基盤を脅かす深刻な問題となっております。 

 環境基本計画策定後の環境問題を見ると，地球温暖化問題はますます深刻の度合いを増しており，

日本国内の温室効果ガス＊排出量の削減目標を定めた｢京都議定書目標達成計画＊｣（平成17年4月）

の達成に向けた取組は，国民運動としての「チームマイナス６％＊」を始めとして，各自治体でも

様々な計画が新たに策定されております。 

 また，アスベスト＊による健康被害のように近年になって改めて対策の必要性が再認識されたも

のもあります。 

 一方土浦市では，地域の歴史・文化の源であり，水道や農業用水等の水源として多大な恩恵を受

けている霞ヶ浦の水質は，これまでの努力にもかかわらず横ばいとなっており，飲料水や生態系へ

の影響が懸念され，大きな問題となっています。その汚濁要因の大部分は河川等から流入する水質

汚濁物質によるもので，その内訳は，生活排水が約 30%，市街地の路面等の排水が約 20%，山林

等からの自然原因の負荷が約 15%，畜産業及び農地からの排水が約 30％などとなっており，また，

霞ヶ浦の富栄養化の原因は，沿岸・流域に住む私たちの社会経済活動に伴うものが大きな割合を占

めています。つまり今日の環境問題は，加害者と被害者の関係が明確であった高度経済成長に伴う

産業型の公害＊とは異なり，日常の私たちの暮らしとそれを支える事業活動が環境へ大きな負荷を

与えており，被害者である私たちが一面では加害者でもあるという構造になっています。 

 現在の状況を打開していくためには，これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の流通を含む

社会経済活動やライフスタイルを見直し，資源やエネルギーを効率よく利用する循環型社会＊への

転換が求められています。そのためには，私たち一人ひとりが自らの暮らしを改め，環境にやさし

いライフスタイルづくりを，実践していくことがなにより重要となっています。 

 我が国では，平成 5年の「環境基本法」の制定以降，国や自治体において「環境基本計画」が順

次策定され，その後平成 15年 3月には県で環境基本計画が改定され，平成 18年 4月には国にお

いて第三次環境基本計画が策定されております。 

今後は理念をいかに実行に移し，具体的な成果をあげていくかが問われています。 

 土浦市においても，平成 12年 3月に「環境基本条例」を制定し，平成 14年 1月には「環境基

本計画」を策定しました。この計画の将来像として「自然と暮らしが循環の中で共生する『水郷の

文化』が息づくまち・つちうら」を定めました。 

 また，平成 18年 2月に，旧新治村と合併し，同地区の持つ北部の山麓地帯，新治台地に広がる

畑地，桜川低地の田園風景など，豊かで多様な自然環境を守り育てる取組も求められています。 

 持続可能な社会の実現に向けて，事業者の社会的責任や市民一人ひとりが自らの責任と役割を自

覚し，環境への負荷の少ない循環型社会＊の実現に向け具体的な行動を着実に積み上げていかなけ

ればなりません。
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第 2節 計画の趣旨 

 この計画は，現在と将来の市民の健康で文化的な生活を確保することを目的に定められた「土

浦市環境基本条例」に示される理念の実現に向けて，良好な環境の保全と創造のために取り組む

べき各種の施策や行動などを総合的に定めるものです。 

 

第 3節 計画の内容と役割 

 この計画により，環境の保全と創造について市民が共通して目指すべき，土浦市の『環境の将

来像』を示すとともに，その『環境の将来像』の実現に向けた指針として『環境目標』を定めて

います。 

 さらに，その『環境目標』に沿って，取り組むべき施策と達成目標を掲げ，その施策達成のた

めの市民（民間団体＊を含む），事業者，滞在者及び市（行政）が担うべき役割と分担を定めます。 

 なお，この計画は，それぞれの役割と分担を定めた「本編」のほか，市民（民間団体＊を含む），

事業者，滞在者については，それぞれが環境への負荷の低減等に配慮した具体的な行動を起こし

やすくするため，行動例等をまとめた「行動計画」により構成します。 

 市（行政）は，「本編」に示す施策を実施するとともに，市の事務・事業を対象とした「土浦市

役所環境保全率先実行計画＊」に基づき，市民や事業者に率先して環境への負荷の低減等を踏まえ

た行動を進めます。さらに，本計画に基づき，次節の「計画の位置付け」に示す個別計画等にお

いて，良好な環境の保全と創造のためのより細かな施策を定め，実施します。 
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第 4節 計画の位置付け 

 この計画は，「土浦市環境基本条例」の位置付けに基づき，市の環境関連施策を総合的かつ計画

的に定めるものです。 

 また，この計画は，市のまちづくりの総合的な指針となる「第 6次土浦市総合計画」の中の環

境関連施策を具体化するものであるとともに，今後の他の部門計画に対する環境面への配慮指針

とします。 

 

 

 

 

第 5節 計画の対象地域 

 この計画の対象地域は，土浦市域を基本とします。ただし，広域的な対応が必要なものについ

ては，周辺自治体なども対象とします。平成 18年 2月の旧新治村の合併に伴い，本計画の見直し

では，新治地区も対象としました。 

 

 

第 6節 対象とする環境の範囲 

 この計画では，対象とする環境の範囲を自然環境（地球環境と身近な自然）と生活環境（暮ら

しとまち）とに分け，次のようにとらえます。 

分野 細区分 対象 

地球環境 温室効果ガス＊などの地球規模の自然の循環に関わる環境要素 
自然環境 

身近な自然 空気，水，土，動植物など地域の自然や生態系を構成する環境要素 

暮らし 
廃棄物や音，においなど人間の諸活動に伴い生じる身近な生活に関

わる環境要素 生活環境 

まち 都市や歴史，文化など人間の諸活動の基盤となる環境要素 
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第 7節 計画の期間 

 この計画は，将来の有るべき姿としての土浦市の環境像を長期的に展望しながら，平成 14年度

から平成 23年度までの 10年間を計画期間としています。このたび，中間年次に当たる 5年目に

当たることから計画の見直しを行いました。 

 

 

第 8節 計画の推進主体とその役割 

 この計画の推進主体は，市民（民間団体＊を含む），事業者，滞在者，市（行政）です。生活者

としての市民を中心に，それぞれの主体が役割を分担し，この計画を協働して推進します。 

 

 

第 9節 計画の見直し手続きと進行管理 

 本計画は，市民・事業者アンケートの結果並びに環境審議会＊，環境政策推進会議＊，環境基本

計画推進協議会＊やパブリックコメントによる一般市民の方々の意見を踏まえて見直しました。 

 また，計画の着実な推進を図るために，推進体制を整備するとともに計画の進捗状況とその結

果を継続的に把握し，年次報告書（環境白書）としてまとめ，市民に公表します。さらに，市民

及び庁内組織並びに進行管理を担う専門委員会により進捗状況を評価し，必要に応じて施策の改

善や新たな展開を図ります。 



  

  

 

 

 

 

 

第２章  土浦市の環境の現状と課題 

 

第１節 地球環境の現状・・・・・・・・・・・ ７ 

第２節 土浦市の環境の現状・・・・・・・・・１０ 

第３節 環境に関する市民と事業者の意識・・・２５ 

第４節 土浦市の環境の特徴と主な課題・・・・２８ 
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第 2章 土浦市の環境の現状と課題 

 土浦市の環境の保全や創造に関する取組を展開するためには，その前提として，土浦市の環境

の状況について，正しく認識し，課題を的確に把握する必要があります。 

 この章では，土浦市の環境に関する文献資料等の調査，身近な水辺を中心とした自然環境実態

調査，市民及び事業者の環境に関する意識調査等の結果から，土浦市の環境の現状と課題につい

て明らかにします。 

 

第 1節 地球環境の現状 

■地球温暖化 

地球温暖化の問題は，近年では，異常気象など地球温暖化を裏付ける様々な

現象が確認されるなど，深刻なものになりつつあり，2001年に IPCC（気候

変動に関する政府間パネル）＊が発表した第 3次報告書では，1995年の第 2

次報告書の予測値を見直し，100年後に当たる 21世紀末の平均気温の温度上

昇の中間予測を約 2℃から約 3．6℃に上方修正しています。 

平均気温で 1．4℃～5．8℃ほどの温暖化が進行した場合，海面は約 9㎝～

88㎝上昇するといわれ，砂浜の消失，水害の多発や拡大が懸念され，また，

マラリア流行域の拡大，砂漠化の進行や食料生産の大幅な減収など，人間の健

康や生態系への影響，農業への甚大な被害が予測されています。 

 国際的な危機意識の高まりの下，平成 9年に京都で国際連合気候変動枠組条

約＊締約国による第 3回会議が開催されました。この「京都会議」において，

先進国に対する温室効果ガス＊削減目標を定める「京都議定書＊」が成立し，我

が国では，第 1約束期間（2008年～2012年）までに 1990年の水準に対

する 6％の削減が求められることになりました。 

その後，平成 17年 2月にロシアの批准により京都議定書＊が発効し，それ

に合わせて国内の温室効果ガス＊排出量削減対策について定めた「京都議定書＊

目標達成計画」が平成 17年 4月に策定され，国を挙げた地球温暖化対策が進

められています。 

主要な温室効果ガス＊である二酸化炭素＊は，家庭，工場等によるエネルギー

消費（化石燃料の燃焼）などの人間活動のあらゆる局面で生じており，温暖化

の進行を止めるためには，一人ひとりの意識改革を進め，大量生産・大量消費・

大量廃棄型のライフスタイルを見直すことや，事業者の社会的役割に抜本的な

取組が必要とされています。 

 市においては，「土浦市役所環境保全率先実行計画＊」及び環境マネジメント

システム＊の規格である ISO＊14001に基づき，各部署が施策の実施と進捗把

握，評価に取り組んでいます。 

■オゾン層＊の 

破壊 

地球上の生命は，太陽からの有害な紫外線をオゾン層＊が吸収することによ

り守られていますが，エアコンや冷蔵庫等の冷媒，精密機械等の洗浄剤などと

してこれまで使用されてきたフロン＊等の化学物質により，このオゾン層＊が破

壊されつつあります。 
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 実際，南極上空ではオゾン層＊が極端に薄くなる現象（オゾンホール）が観

測されるようになり，皮膚ガンの増加など人体への影響が懸念されています。 

 現在，フロン＊等の使用には国際的に規制がかけられ，オゾン層＊を破壊する

特定フロン＊については製造が禁止されるようになりましたが，これまで使わ

れてきたものについて回収し，破壊処理をしていく責任が残されています。 

また，特定フロン＊の代わりに開発された代替フロン＊については，温室効果

があるといわれており，「京都議定書＊目標達成計画」に基づき排出量を削減し

ていく必要があります。 

■酸性雨 

 酸性雨＊は，石油や石炭などの化石燃料の燃焼により，大気中に放出された

硫黄酸化物＊や窒素酸化物＊が複雑な化学反応を繰り返し，硫酸イオンや硝酸イ

オンとなったものが雨・雪に含まれることで，酸性化する現象です。酸性雨＊

が降ると，土壌や湖沼が酸性化するため，樹木の枯死や湖沼の魚類等の生息環

境の悪化を招いたり，屋外にある銅像や歴史的建造物を溶かすなどの影響が生

じます。実際に，欧米を中心に湖沼や森林，建物などに酸性雨＊による被害が

生じています。我が国でも，近年では欧米並の酸性雨＊が観測されていますが，

湖沼や河川の水の入れ替えが早い地理的条件にあることから，土壌等の酸性化

は観測されておらず，顕著な被害は見られていません。しかし，アジア諸国の

急速な工業化等に伴い，越境移動による酸性雨＊の影響が懸念されており，今

後も継続的にモニタリング＊などを行っていく必要があります。 

■生物多様性 

の減少 

開発や環境汚染などの人為的な要因により，かつてない急激なスピードで種

の絶滅が進行しつつあります。種の多様性により環境の変化に対応してきた生

物の環境適応力の低下，医薬品や農産物の改良などに役立つ遺伝子資源＊の喪

失など，生態系や人間の将来にとって重要な問題となっています。 

■水資源の 

枯渇化 

 すべての生物にとって不可欠な生存基盤であり，また，人類の社会経済活動を支え

る最も基礎的な資源である水の枯渇化が懸念されています。地球上の水の約97．5％

は，海水であり，残りのわずか約2．5％である淡水の大部分は，氷や地下水として蓄

えられています。河川に恵まれるアジアや南アメリカ等の一部地域を除いて，水資源

は不足しており，淡水は非常に貴重な資源となっています。今後，世界の人口の増加

や水の需要の伸びに伴い，1995年時点で全人口のおよそ3分の1であった水不足状

態の人口は，2025年には3分の2ほどになるといわれ，また，生活排水や産業排水

に伴う水質の汚濁，富栄養化＊により浄化技術の普及などが十分でない国などでは，更

に水不足の状況を招くものと懸念されています。 

さらに，農産物輸出は，水を輸出するのと同じ効果を持ち，このことが輸出国の水

不足に拍車をかけると指摘する声もあります。 

■海洋汚染 

 海洋汚染としては，PCB＊などの有害化学物質＊を含む廃棄物等の海洋投棄

による汚染や船舶による油膜の発生や事故による油流出などの問題，流入河川

の富栄養化＊等に起因する瀬戸内海や伊勢湾などの閉鎖性水域で見られる赤潮

の問題などが挙げられています。 
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■その他の 

地球環境問題 

 その他の地球環境問題としては，人口増加に対応する開拓，輸出用等の木材

の切り出し，輸出用の穀物栽培，肉牛飼育，エビ養殖などのための森林伐採に

よる「熱帯林を中心とした森林の減少」，温暖化などの気候の変動や森林伐採

による「砂漠化」や処理の難しい有害廃棄物質を発展途上国等に移動して処理

する「有害廃棄物質の越境問題」などがあります。 

特に森林の減少は，地球温暖化や生物多様性の減少の問題とも密接に関わっ

ています。 

これらの問題の多くは，社会経済的背景に根ざしていますが，我が国は先進

国として協力や援助の要請に応えていく責任を有しています。 

■地球環境問題 

に対する 

国際的な取組 

 1972 年の「国連人間環境会議＊」における「人間環境宣言＊」以来，地球

環境の保全に向けた各種の会議の開催や条約の締結がなされ，各国での地球環

境保全の取組が開始されました。また，1992年の「地球サミット＊」におい

ては，「環境と開発に関するリオ宣言＊」や「アジェンダ 21＊」などが採択さ

れ，持続可能な開発の方向性が示されるとともに，地球温暖化対策などの具体

的な行動計画が決定され，地球環境の保全に向けた国際的な取組が加速される

ことになりました。 

 しかし，地球サミット＊以降も世界の環境は悪化の一途を辿っており，2002

年には，地球サミット＊後 10 年間の評価と今後の取組の検討を行うために，

「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット＊）」が開

催され，ここで採択された「ヨハネスブルグ宣言」では，地球環境の悪化や，

貧困，伝染病などの課題を明らかにした上で，持続可能な開発へ向けた公約が

示されましたが，解決すべき課題は数多く残されています。 

地球環境の現状は，まだまだ楽観できない状況にあり，市民や事業者レベル，

あるいは地域レベルにおいて，地球環境問題について直接的・間接的に関与し

ていることを踏まえながら，国際協力に積極的に参加するとともに，各自が率

先して地球環境にやさしい行動ができるよう心掛け，日々の生活や事業活動の

中で実践していく必要があります。 
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第 2節 土浦市の環境の現状 

1 まちの特性 

 
■地勢・気候 

 土浦市は，東京 60km 圏に位置し，首都圏の一翼を担うとともに，県南部

の中心的機能を担う都市です。また，土浦市は，日本第 2位の面積を誇る霞ヶ

浦に面した平坦な低地とそれを挟む台地，そして筑波山麓の山林からなり，比

較的温暖であるとともに，霞ヶ浦などの自然に恵まれています。 

■沿革 

 土浦市の歴史は，霞ヶ浦との深い関わりの中で培われてきました。かつて海

の大きな入江だった恵み豊かな霞ヶ浦の沿岸には，古くから人々が暮らし，上

高津貝塚を始め，土浦市周辺においても数多くの貝塚が発見されています。江

戸期には，水運などの発達により，城下町として栄え，土浦城を中心に堀や水

路の巡る水の都として，多くの人や物が行き交いました。反面，その地理的な

条件などから，たびたび大きな水害を受けることもありました。近代に入り，

鉄道や道路網の整備を契機に都市化が進み，県南部の中心都市として発展しま

したが，都市の成長に伴い水路などの水郷的な風情は失われ，また，生活排水

や事業場排水，農地等からの窒素＊やりん＊の流入により，霞ヶ浦の富栄養化＊

や河川などの汚濁が進み，それとともに人々と水辺との関わりは希薄化してい

きました。 

平成 5年の「土浦市環境都市宣言」や平成 7年の世界湖沼会議＊の「霞ヶ浦

宣言」を契機として，環境保全の気運が高まり，自然と人との調和を目指した

まちづくりの取組が行われています。平成 18年 2月には新治村と合併し，そ

れぞれの持つ豊かな自然や歴史，文化を守り育てるとともに，産業等の連携・

活用により地域振興を図り，持続的な｢新しい土浦｣のまちづくりを進めること

としています。 

■人口 

 平成 18年 10月 1日現在の市の人口は 143,703人，世帯数は 54,094

世帯となっています。 

土浦市は，県南地域の中心都市として，さらには東京近郊への通勤者の住宅

地としても発展し，人口増加が続いていました。しかし近年では，周辺市町村

の発展や通勤者の都心回帰などもあってほぼ横ばいとなっており，平成 18年

10月 1日現在の市の人口は，前年比で 0.25％減少しています。 

年齢別人口では，土浦市においても少子・高齢化の進行が見られます。今後

は，更なる都市環境の向上を目指すとともに，本格的な少子・高齢社会に備え，

ゆとりある生活空間の実現や人にやさしいまちづくりなどの都市におけるア

メニティ＊の整備が必要となっています。 

■産業 

 土浦市の産業構造は，第 3次産業の比率が高い商業・業務都市としての性格

を持っていますが，工業団地を中心として数多くの企業が立地しており，工業

都市としての側面も持っているといえます。その反面，第 1次産業の農業と霞

ヶ浦の漁業は，共に徐々に減少する傾向にあります。 
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【商業】 

 商業は，土浦駅を中心として県内第二の集積地となっていましたが，近年，

郊外型店舗の進展などにより，中心市街地の空洞化が進みつつあります。市で

は，平成 11年度「中心市街地活性化基本計画」を策定し，商業の活性化や都

市におけるアメニティ＊の向上など，中心市街地の再生に向けた事業に着手し

ています。さらに，平成 16年 10月には「都市計画マスタープラン＊」を策

定し，市の特性を踏まえた計画的なまちづくりを進めていくこととしていま

す。 

 また，環境面において，商業は，大量消費・大量廃棄型の消費活動を担い，

容器包装＊や使い捨て製品，食品くずなど大量の廃棄物を発生させており，循

環型社会＊の構築に向けた取組における商業者の責任や役割は，大変大きいも

のとなっています。 

 

【工業】 

 土浦市は，大規模工場の立地する土浦・千代田工業団地やテクノパーク土浦

北・東筑波新治工業団地を擁するほか，市内には中小工場も数多く立地してい

ます。土浦市の工業製品出荷額は，近年増加傾向にあり，工業は重要な産業と

なっています。 

 工業は，かつて，環境への大きな負荷要因となっていましたが，各種規制・

基準の整備や企業努力により，大気汚染や水質汚濁などの公害＊は，大きく改

善されてきています。しかし，事故の発生等により，環境への大きな負荷を与

える可能性を潜在的に持っていることもあり，工場・事業所における環境に配

慮した施設の設置や保守点検などのしっかりした管理が重要であることはい

うまでもありません。また，温室効果ガス＊の排出削減，廃棄物の排出抑制な

ど個々の事業者がそれぞれ排出量を減らしていく必要があるものについては

引き続き取組が必要であり，特に中小企業を対象として，情報提供や取組体制

の構築の支援などが求められています。 

 近年の工業では，市街地内の事業所における騒音，振動や悪臭，大型搬出入

車両の排気ガス，製造過程で使われる膨大なエネルギー消費などの改善が環境

上の課題とされています。 

 

【農業】 

 農業は，レンコンが国内第一位の生産を上げるなど，地域の特色ある産業となって

おり，また，田畑などからなる農地は，緑豊かな景観や多くの生き物の生息を支え，

地域の自然環境の基盤ともなっています。 

 しかし，近年は，輸入作物等に押されるとともに，都市化，市街地化や後継者不足

もあって，農業は徐々に縮小する傾向にありますが，地域の良好な環境を保っていく

ためには，安定した農業を育成していくことが重要となっています。 
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 また，低農薬や有機栽培＊の導入により，環境への負荷削減に取り組んでいますが，

霞ヶ浦の富栄養化＊の一因にも挙げられています。このため，環境保全型農業＊など環

境と共生する農業をさらに推進することが求められています。 

 

【漁業】 

 土浦市における漁業従事者は，少なくなっていますが，ワカサギ，シラウオ，

エビ，ハゼなどの特産品があり，霞ヶ浦を特徴付ける産業となっています。近

年，外来魚の増殖，砂浜やアシ原の減少などの湖沼環境の様々な変化等によっ

て魚貝類等の水産資源の生息環境が悪化していることから，霞ヶ浦の湖沼環境

の保全は，漁業にとっても重要な課題となっています。なお，ここ 10年間程

で，世界に感染が広がったコイヘルペス＊が霞ヶ浦でも発生し，コイ養殖業は

現在一時休止となっています。 

 

【観光】 

 土浦市は，霞ヶ浦の自然や城下町として歴史的雰囲気を残す「まちかど蔵」

などの観光資源に恵まれ，年間約３０万人の観光客や釣り客を迎え入れている

ほか，７０万人の見物客でにぎわう土浦全国花火競技大会やキララまつり，か

らかさ万灯などのイベントに，多くの観光客が訪れています。これらの観光資

源は，地域の活性化に寄与するとともに，土浦らしさを演出するまちづくりの

資源としても重要な要素となっており，今後とも積極的に保全・活用していく

必要があります。また，今後は日本一のハス田の景観を観光に活かすとともに，

自然や農業体験指向を背景としたグリーンツーリズム＊やエコツーリズム＊へ

の需要にも対応していく必要があります。 

 反面，一部の観光客・釣り客等によるごみのポイ捨てなど，地域環境への悪

影響も表れています。 
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2 身近な自然環境 

 
■地形・地質 

 土浦市の地形は，北西部は筑波山系の一部となっており，南北の台地部と中

央の低地部による起伏の少ない平坦な地形となっています。また，台地部に入

り組む谷津により，変化のある地形も形成されています。 

 土浦市の下層部の地質は，海進・海退の繰り返しの中で堆積した砂層・砂れ

き層により形成され，桜川の伏流水などを水源とする豊かな地下水を含んでい

ます。また，台地部の表層は関東ローム層が覆い，このローム層に蓄えられた

雨水が台地下からしみだし，谷津田＊やため池の水源となっています。 

■大気 

 市及び県による工場等の監視・規制体制も整備されており，土浦市の大気質

の状況は，概ね環境基準＊が達成されており，生活環境上の問題は少なくなって

います。しかし，近年は，浮遊粒子状物質＊量の環境基準＊未達成の地点が出る

など，自動車交通等に起因すると思われる都市型の大気汚染への対応が必要と

なってきています。 

■水系 

 土浦市を流れる主な河川（一級河川）は，8河川となっています。 

 これらの河川は，筑波山の北方から流れ出る桜川を除き，いずれも土浦市周

辺の池沼等を水源とする中小河川となっています。ほとんどの河川は，護岸の

コンクリート化などの改修が進められ，水辺の自然は失われつつあります。 

 ため池は，市内に 42箇所あり，農業用水の水源として利用されるとともに，

宍塚大池などにおいては，周辺の里山＊と一体となって，多くの生き物が暮らす

貴重な水辺環境を形成しています。 

■水質 

 霞ヶ浦及び河川の水質は，やや改善が見られたものの，近年では横ばいとな

っており，多くの水域で環境基準＊の達成は得られていません。工場・事業所等

の排水は，規制・基準等が定められ，改善が進んでいますが，近年では，生活

排水や農地・市街地等の面源＊による負荷の比率が大きくなっています。 

 これまでの水質対策は，COD＊など有機物の削減を軸に進められてきました

が，生活排水や肥料等に含まれる窒素＊やりん＊の削減対策の遅れにより，霞ヶ

浦の富栄養化＊による水質汚濁の改善が遅れています。 

 市では，公共下水道，農業集落排水施設の整備や高度処理型合併処理浄化槽＊

の普及などを進め，それらの総合的な下水処理施設の普及率は市全人口の

92.8％（平成 17年度末現在）を対象とする地域に広がっていますが，今後も，

窒素＊やりん＊の除去を中心としたよりきめ細かな水質改善対策の推進が必要と

なっています。 

 また，近年では，生ごみを細かく砕き，下水へ流すディスポーザ＊の普及も進

みつつあり，水質保全の観点から，ディスポーザ＊単体での設置を禁止し，ディ

スポーザ＊排水処理システムとの併設によって，処理水を公共下水道，農業集落

排水施設あるいは高度処理型合併処理浄化槽＊で更に処理するなどの対策を検

討する必要も生じています。 

 

 



 

 
14 

■土壌・地下水 

土壌は，水や大気と共に環境の重要な構成要素で，あらゆる生物の生存の基

礎として，水の自然浄化機能やその他の物質環境の要として重要な役割を担っ

ています。市域の下層部の地質は，砂層・砂れき層により形成され，豊かな地

下水を含んでいるため，中央部の低地は，比較的地盤が軟弱となっています。

また，台地部の表層を覆うローム層に蓄えられた雨水は，台地下からしみだし，

谷津田＊やため池の水源となっています。 

地下水については，昭和 47年頃に地下水位がやや低下傾向にありましたが，

近年は工業団地における揚水量規制等の削減措置によって安定しており，顕著

な変動は見られていません。今後も地下水の保全と管理を適切に行う必要があ

ります。 

新治地区においては，地下水の硝酸性窒素濃度の高い地域があり，これらの

原因としては，主に農地への施肥や家畜排せつ物が考えられています。現在，

環境省による「硝酸性窒素総合対策モデル事業＊」において，新治地区の実情に

応じた最適かつ実行可能な対策を推進するとともに，その成果を全国に普及さ

せることを目的としたモデル事業が推進されています。今後，地下水の硝酸性

窒素濃度を低減させるための対策を図る必要があります。 

■植物 

 肥沃で平坦な土地に古くから人々が暮らしてきた土浦市では，農地や二次林＊

などの里の植物により，地域の自然が形成されています。 

 台地部に点在するスギ，ヒノキ等の植林地，コナラ等の雑木林は，地域の貴

重なまとまりある緑地であり，特に宍塚大池周辺では，ため池や谷津田＊を囲う

樹林地が大きく広がり，良好な里山＊環境が形成されています。また，台地縁辺

の斜面林も，一部スダジイなど地域の潜在植生を含みながら，低地部や霞ヶ浦

の背景となる重要な緑の帯を形成しています。 

 霞ヶ浦や宍塚大池等の一部の水辺では，岸辺から水中にかけて群落を構成す

る水生植生が形成され，新治地区の筑波山麓の沢などには，カワセミなどの鳥

類や，ホタル，ハッチョウトンボなどの様々な生き物が生息する生態系上の重

要な場所となっています。 

 霞ヶ浦の豊かな水生植生は，水質の悪化，護岸整備等により徐々に失われて

きましたが，土浦市域の沿岸においても，国のレッドデータブック＊記載種を含

む，15種の水生植物が確認れており，これらの水生植物を保護していく必要が

あります。 

■動物 

 土浦市には，田畑や樹林地などの里山＊や霞ヶ浦，河川，ため池等の水辺環境

を背景として多数の動物類が生息しています。水辺で見られる代表的な動物類

としては，霞ヶ浦にすむ多くの水鳥，魚類が挙げられ，貴重種も多く生息して

います。 

しかし，タナゴやカラスガイなど姿が減った動物類もあり，水質の悪化や護

岸整備等による影響がうかがえます。 

 内陸部の河川や沼では，メダカやタナゴ等の魚類，タガメやホタル等の水生

昆虫，イモリ等の両生類など，かつて里の水辺で普通に見られた動物類の減少

が目立っており，その原因としては，農薬の影響や水路のコンクリート化など

が考えられます。 
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また，土浦市で確認される特色ある動物種としては，キツツキ，オオルリ，オ

オタカ，ウソ等の森林性の鳥類，オオムラサキ，ハルゼミ等の樹林性の昆虫類

などがあり，宍塚大池周辺や筑波山麓など，市内に残る比較的良好な樹林地に

より，これら貴重種の生息が支えられています。 

 イノシシやイタチ，タヌキ，ワシ，タカなど，生態系の豊かさを示す食物連

鎖の上位種も確認されていますが，都市化の進展に伴い分布域は減少しつつあ

ります。 

平成 14～15年の 2ヶ年にかけて市民参加により行われた，里地・里山＊の

自然環境実態調査では，国や県のレッドデータブック（RDB）＊に記載されてい

る動物が確認されました。 
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3 霞ヶ浦の湖沼環境 

■概要 

 霞ヶ浦は，西浦，北浦，北利根川，鰐川，外浪逆浦及び常陸川から構成され

ていますが，約 20万年前は古東京湾と呼ばれる海の一部でした。その後，海

の後退と土砂の堆積の繰り返しや江戸時代の利根川東遷によって今の形にな

りました。この霞ヶ浦の湖面積は約 220km2，湖岸線は 252km に達してお

り，琵琶湖に次ぐ日本第二の大きさとなっています。 

 海跡湖である霞ヶ浦は，平均水深が 4m（最大でも７m）と極めて浅い湖で，

平均滞留日数が約 200日と長いことなど，その自然的条件からもともと富栄

養化＊しやすい特性を持った湖であるといわれています。さらに，流域面積は，

2，157k㎡で，茨城県の約 1／3を占めている一方で，流域の地形は平野部

が約 80％を占め，その多くが水田や畑，樹園地等農耕地として利用され，自

然の浄化力を持つ森林は約２０％程度と，日本の湖としては森林面積割合の極

めて少ないことが特徴として挙げられます。 

また，魚貝類などの水産資源が豊富な霞ヶ浦の周辺には，上高津貝塚に見ら

れるように古代から人々が暮らしていました。豊かな自然環境に恵まれた霞ヶ

浦流域では，農業や漁業が発展するとともに，江戸期には本市のように水運を

利用した商業の発展が見られるようになりました。 

現在では，霞ヶ浦流域の 21市町村に約 96万人が暮らしています。また，

養豚を中心とした畜産業も盛んとなっています。 

一方，霞ヶ浦沿岸地域では水害に見舞われることが多かったため，常陸利根

川の拡幅工事や塩害を防止する常陸川水門が設置されました。さらに，霞ヶ浦

流域での大規模開発計画などにより，飲料水，農業用水や工業用水などの水資

源としての需要が高まり，治水と利水の観点から霞ヶ浦の総合開発が進めら

れ，それに伴いコンクリートによる護岸工事が施され，大きな水害はほとんど

なくなりましたが，霞ヶ浦の水がめ化も進みました。この開発により，魚類や

水生植物の減少など霞ヶ浦の自然環境に大きな変化が生じました。また，霞ヶ

浦流域での産業の発展と人口の増加が進み，経済社会活動が活発化するにつ

れ，霞ヶ浦の自然の浄化能力を超える産業系や生活系の排水の大量流入によっ

て富栄養化＊が進み，アオコ＊の異常発生などに見舞われました。このため，昭

和 56年に「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例＊」が制定され，県

民挙げて各種対策を講じるようになってきました。その結果，ある程度の水質

の改善は見られましたが，汚濁を示す COD＊，窒素＊，りん＊などの数値は，

現在でもまだ高い水準にあります。 

 この汚濁の状況を，生活者からの視点でいえば，自分たちの飲み水を汚し，

霞ヶ浦から遠ざける要因を私たち自らが作り出している一面があります。私た

ちは，霞ヶ浦が私たちの命を支える水道水の源であり，その水質浄化は私たち

の生命や生活を守ることに繋がることを，あらためて再認識する必要がありま

す。 

 さらに，私たちは，飲み水として，農業用水あるいは工業用水として，人間

のみが利用する資源として活用してきましたが，同様に生息している生物にと

っても霞ヶ浦は欠かせない存在であることに気づいてきました。霞ヶ浦を人間

のものだけでなく，豊かな生物が生息する貴重な空間である環境資源として位

置付け，その復元を図りつつ，その中でいかに共存を図ることができるかが，
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現在の私たちに課せられた重要なテーマとなっています。 

霞ヶ浦は，太古の昔から，私たちに大いなる恵みをもたらし，水郷の歴史と

文化をはぐくんできました。この母なる霞ヶ浦のきれいな水を取り戻し，次代

へと継承していくことが私たちの大きな課題となっています。 

■生物 

 霞ヶ浦には，湖の豊かな栄養分により，多くのプランクトン類が生息してお

り，現在では，200種類以上の植物性プランクトンと 100種類以上の動物性

プランクトンが生息しています。これらのプランクトン類は，魚類等のえさと

して霞ヶ浦の豊かな生態系を支えていますが，富栄養化＊が進むにつれ，らん

藻類＊など動物プランクトンのえさになりにくい植物プランクトンが増加し，

一時期大規模なアオコ＊の発生など湖の環境を悪化させてきました。 

 また，霞ヶ浦は，もともと利根川から海水の影響を受けていたため，淡水魚

のほかに，汽水魚＊，海魚も生息しており，104種類もの多彩な魚類が確認さ

れています。特に霞ヶ浦名産として名高いワカサギやシラウオは，湖に取り残

された海跡動物として知られています。常陸川水門がつくられ海とのつながり

が閉ざされてからは，海魚や汽水魚＊が減少しており，近年ではブルーギルや

アメリカナマズ等の外来魚が増加の傾向にあることから，在来種への影響が懸

念されています。 

 霞ヶ浦には鳥類も多く，四季を合わせると約 180種類の鳥類を見ることが

できます。サギ類やガン・カモ等の水鳥やヨシキリなどヨシ原で繁殖する鳥な

どが多数おり，稲敷市の浮島付近には，全国でも珍しいコジュリンの繁殖地が

見られます。 

 水生植物も湖岸の整備とともに少なくなりましたが，霞ヶ浦にはヨシ，マコ

モなどの抽水植物やヒシ，アサザなどの浮葉植物，マツモ，エビモなどの沈水

植物を始め，現在，60種類ほどが生育しているといわれています。水生植物

には魚類の産卵場所を提供したり，窒素＊やりん＊を吸収して水質を浄化する働

きもあり，この復元が重要な課題となっています。 

■治水と利水 

（水資源） 

 霞ヶ浦は，漁場として，あるいは農業用水源として流域の人々の生命・生活

に限りない恩恵をもたらすとともに，地域のみならず旅人などからもこよなく

愛され，固有の風土や歴史的文化をはぐくむ礎でありましたが，その一方では，

「降れば洪水，照れば干害」とかつていわれたように，台風や長雨の時には，

大きな洪水被害を生じさせ，日照りの時には干害をもたらすなど自然の脅威を

見せつけてきました。このようなことから，霞ヶ浦流域では明治時代以来，治

水対策と干害対策が大きなテーマとなっていました。 

 特に，洪水については，昭和 13年，16年の大洪水に代表されるように，

昭和 30年代までは多くの被害が発生しており，この対策として排水先となる

常陸利根川を拡幅して流出しやすくする工事が実施されました。しかし，これ

を機に霞ヶ浦は，海水の遡上により塩害が発生したことから，塩害防止ための

逆流防止用水門として，「常陸川水門」が昭和 38年に設置されました。 

 また，これまで水産資源あるいは一部の農業用水源としてしか活用されなか

った霞ヶ浦は，昭和 40年以降，「茨城県総合開発構想」に基づく工業化促進

の機運の高まりや流域人口増を背景とした社会経済活動の活発化，また，首都
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圏の拡大に伴う水需要の増大に応えるための重要な水資源として捉えられ，昭

和 43年に「霞ヶ浦開発事業＊」が始められました。この事業は，湖岸堤を整

備することにより洪水を防止するとともに，霞ヶ浦からの無効排水（利用しな

いまま流れ出る水）の有効利用を図るもので，この水の供給の確保により鹿島

臨海工業地帯の開発や筑波研究学園都市建設に拍車がかかりました。現在は，

霞ヶ浦流域のみならず，東京都や千葉県にも一部を供給しています。土浦市で

も霞ヶ浦の水を上水道として利用しているほか，農業用水や工業用水としても

利用しています。 

 また，この事業の影響を緩和し，水質の保全と周辺住民の生活の安定と福祉

の向上を図ることを目的とした「霞ヶ浦水源地域整備事業＊」も進められてい

ます。この二つの事業を合わせて「霞ヶ浦総合開発＊」と呼んでいます。 

 さらに，昭和 60年に那珂川下流部と霞ヶ浦，利根川下流部と霞ヶ浦を地下

水路で結び，導水することで，霞ヶ浦の水質浄化と新規都市用水の確保や既得

用水の補給を目的とした「霞ヶ浦導水事業＊」が計画され，現在整備が進めら

れています。 

 このように，資源としての霞ヶ浦は，大きく変貌しましたが，一方でアオコ
＊の異常発生や水質の悪化は，従来の生態系が大きく損なわれたことを意味し

ています。 

 

■霞ヶ浦の水質 

 霞ヶ浦の水質は，汚れを表す指標である COD＊でみると，昭和 30年代まで

は 4～5mg／㍑程度であったといわれ，透明度はそれほど高くなかったものの

湖底の砂礫がはっきりと見え，直接飲むことができました。また，湖水浴場が

10箇所以上もあって，夏場には多くの人が利用し，にぎわっていました。 

 ところが，高度経済成長に合わせて流域の人間活動が盛んになり，水利用が

増え出した昭和 41 年頃から藻類の発生が著しくなり水質が悪化し始めまし

た。そして昭和 54年には，COD＊が 10．6mg／㍑まで上昇しましたが,これ

は流域から流れ込む窒素＊やりん＊が増加したため,これらを栄養分とする植物

性プランクトンが大量に増殖する，いわゆる富栄養化＊と呼ばれる現象が最も

顕著になったことによるものです。この頃，毎年のように夏場には湖面上に青

緑色の粉をまいたような現象が生じましたが，この原因となっているのはアオ

コ＊の一種であるミクロキスティス属などのらん藻類＊の植物プランクトンで

した。このミクロキスティス属には毒性を持つものもあり，海外では家畜等へ

の被害も報告されています。 

 このような状況の中で，県は昭和 56年に「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止

に関する条例＊」を制定し，これに基づいて「霞ヶ浦富栄養化防止基本計画＊」

を策定するなど，流域の市町村と共に様々な水質保全対策に取り組んだ結果，

水質は徐々に改善の傾向が見られてはいるものの，現在においても COD＊が

8mg／㍑前後を推移しており，依然として環境基準＊値（湖沼 A類型３㎎／㍑）

には遠く及びません。 

 その背景には，近年，らん藻類＊の優占種が，夏場に異常増殖し，冬場に消

滅するミクロキスティス属から年間を通して増殖が著しいオシラトリア属や

フォルミディウム属等へと変化したことがあります。したがって，従来のよう

に夏に水質が悪化し，冬に改善するというのではなく，1年中水質の悪い状況
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が続いています。 

 この様変わりの原因については，湖内水質の窒素＊やりん＊の比率の変化や底

泥からの溶出成分の影響も指摘されており，発生源に対する抜本的な窒素＊や

りん＊の削減対策が必要な状況となっています。 

 さらに，水質が改善されない要因の一つとして溶存態 COD＊が問題視されて

います。通常，COD＊とは水の中に浮遊している懸濁性 COD＊（プランクトン

類や生物の死骸など）と水に溶けた溶存態 COD＊（タンパク質や糖類等で構成）

とに分けられますが，後者の占める割合が比較的高いものと考えられており，

霞ヶ浦の水質改善を図るためには，窒素＊，りん＊の抜本的対策により，植物プ

ランクトンの発生を抑えると同時に，流れてくる溶存態 COD＊を含めて削減す

ることが環境基準＊を達成する上で重要であると考えられています。 

■水質汚濁 

の原因 

 霞ヶ浦は，前述のとおり沿岸域での工業化や流域人口増による社会経済活動

の活発化，さらにはライフスタイルの変化に伴う負荷の増大が，本来持ってい

る自浄作用能力を大きく超えてしまったことから，水質の汚濁という形で私た

ちに警鐘を鳴らし続けています。 

この要因は，多岐に，しかも複雑に絡み合っており，これをもう少し体系化

して見てみると，外部からの流入要因と内部発生的な要因とに分けられ，前者

は更に自然的要因と人為的要因に分けられます。いずれにしてもアオコ＊の発

生の源となる窒素＊，りん＊対策が十分講じられてこなかったことが，霞ヶ浦の

富栄養化＊などの水質汚濁を招いた大きな原因といえます。 

 

○外部流入要因（面源＊負荷） 

・自然的要因 

 山林等から河川への流出や降雨による農地や路面からの直接流入であり，こ

れらは全体の汚濁（COD＊）の 40％強を占めています。 

・人為的要因（点源負荷） 

(1)生活排水 

 現在，霞ヶ浦の汚濁負荷全体の中の負荷割合を見てみると，生活排水は，COD
＊で２２％，窒素で２６％，りんでは３６％を占めており，人間の活動に伴う

要因（人為的要因）における比率では，COD＊と窒素で約３割，りんでは約６

割となっており，いずれの場合においても最も高い要因です。 

その背景には，昭和 40年代以降の高度経済成長に伴い，県南地域のベッド

タウン化など急激なる流域人口の増加があったにもかかわらず，公共下水道な

どインフラ整備の立ち遅れと，その遅れを補うための単独処理浄化槽の普及が

汚濁負荷を与えたともいえます。その後，合併処理浄化槽の普及が図られまし

たが，富栄養化＊の原因となる窒素＊やりん＊の除去能力が十分とはいえません

でした。しかし，現在では，技術開発が進み，窒素＊やりん＊の除去ができる高

度処理型合併処理浄化槽＊が開発されましたので，霞ヶ浦の富栄養化＊を防止す

るためには，公共下水道や農業集落排水施設の整備とともに高度処理型合併処

理浄化槽＊の普及が重要と考えられています。 

(2)畜産系排水 

 飼養農家戸数は明らかに減少傾向にあるものの，依然として高い負荷割合を
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呈しています。 

 以前は，飼養規模が小さく，家畜排せつ物の処理は自己農地への還元が可能

でしたが，現在では，経営が専業化し，自己農地では利用しきれずに野積みや

素掘りにより，水質汚濁を招いているところも見受けられていました。現在で

は，厳しい排せつ物処理規制のもとで処理に対する設備投資に多額の費用がか

かることから，早急な解決が困難な状況もあります。豚，牛の家畜排せつ物は， 

1日あたりの排せつ物量や汚濁負荷量が人に比べて極めて多く，豚などの家畜

の尿（液肥）対策として農地と循環させるシステムを早急に作り出す必要があ

ります。 

(3)養殖 

 霞ヶ浦におけるコイの養殖は，近年のコイヘルペス＊の影響により休止して

いますが，もともとは全国第 1位の生産量を誇っており，地域の代表的な産業

となっていました。養殖時には，コイの餌に含まれるりんが糞とともに排出さ

れるため，これが汚濁に大きく関わっています。 

(４)工場排水 

昭和 40年代半ば以降の水質関係法令や各種条例等の整備により大幅に改善さ

れましたが，排水量が少なく未規制となっている事業場等は未処理のまま排出さ

れているところが多く，苦情の原因となっているところも少なくありません。 

(５)その他の要因 

 大規模な工場立地は，「水の開発と利用」を目的として長期にわたり実施さ

れた霞ヶ浦開発事業＊と密接につながっています。本事業は，霞ヶ浦からの無

効排水（利用しないまま流れ去る水）を常陸川水門でせき止め，有効利用を図

るものですが，反面，この水がめ化により，水質悪化を始めとして多岐にわた

り，水環境に影響を与えたともいえます。 

 また，特に台風や大雨などの際に，河川を通して，霞ヶ浦に様々なごみが流

入していると考えられ，現段階で明確な影響は把握されていませんが，動植物

の生息域への影響，流入物質による湖内の汚染などの懸念があり，住民意識の

高揚が必要と考えられます。 

○内部発生的要因 

 水質汚濁の内部発生要因として，湖底に堆積する底泥から溶出するものが考

えられます。この底泥は，流域河川から流入した有機物を含む懸濁態物質や湖

内で生産された植物プランクトンの一部あるいは動物プランクトンの死骸な

どでできており，多くの窒素＊やりん＊を含んでいます。この底泥が風や波によ

り巻き上げられ，中に含まれている窒素＊やりん＊が溶出することで湖の富栄養

化＊が進み，水質に大きな影響を与えていると考えられます。このような状況

を踏まえ，アオコ＊の発生しない健全な水環境を復元し，創造する上では，流

域での抜本的な窒素＊，りん＊対策が緊急を要しているといえます。 
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4 暮らしの環境 

■エネルギー等 

多くの市民が暮らし，様々な産業活動が活発に行われている土浦市では，電

力を始めとする大量のエネルギーを消費し，それに伴い二酸化炭素＊などの温

室効果ガス＊を排出していますが，市内の電気，ガス，水道の消費量は，増加

する傾向にあります。電気については，家庭での消費が主体となる一般用電力

では，1家庭（1口）当たりの電気使用量はほぼ変化がありませんが，契約口

数の増加に伴い総消費量が増えています。また，多くの工場が立地する土浦市

では，動力用電力の消費量が大きくなっています。契約口数の停滞にも関わら

ず，1事業所（1口）当たりの消費量が平成 13年度以降増加しており，こち

らも総消費量の増加傾向が続いています。 

 ガス，上水道の消費量についても年々増加する傾向にあります。これらの消

費については，家庭が占める割合が大きくなっており，市民一人当たりの消費

量も年々増加する状況となっています。 

市においては，住宅用太陽光発電システム設置費補助事業や「土浦市役所環

境保全率先実行計画＊」を策定し，取組を進めていますが，資源保護，地球温

暖化対策の観点から，省エネルギーのより一層の推進や，自然エネルギーやバ

イオマス＊エネルギーなどの新エネルギー＊の導入について，総合的に対策を進

めていく必要があります。 

■廃棄物 

 平成 17年度の一般廃棄物量は，土浦地区が約 58,000トン，新治地区が約

3,300トンとなっています。そのうち家庭から出る量は，土浦地区が約 6割，

新治地区が約 7割でした。 

土浦地区では，燃やせるごみ，燃やせないごみ，資源になるごみと粗大ごみ

の 4種類に分けて回収しています。平成 13年から導入された家庭系粗大ごみ

の戸別収集有料制や平成 15年の事業系ごみ処理手数料改正の影響もあり，若

干の変動はありますが，ほぼ減少の傾向を示しており，リサイクル率は１２．

５％程度となっています。一方，新治地区では，土浦地区に比べて総排出量は

少ないものの全体的に増加傾向にありますが，リサイクル率は１６．５％程度

と土浦地区と比べ高くなっています。リサイクル量の内訳については，新聞，

段ボールなどの紙類の割合が最も多く，次いで，土浦地区では空き缶，鉄くず

などの鉄・アルミニウム，新治地区では乾電池・ペットボトルなどが多くなっ

ています。 

市全体のごみの状況を見ると，排出量は少しずつ減少傾向にありますが，リ

サイクル率は横ばい傾向にあり，今後とも継続的な取組が必要です。発生抑制

（リフューズ），排出抑制（リデュース），再使用（リユース），再生利用（リ

サイクル）を基本とする「もの」を大切にする暮らしを定着させ，ごみの少な

い社会の実現をめざしていく必要があります。 
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■騒音・振動 

 騒音は，公害＊苦情が比較的多い項目であり，生活環境上の一つの課題とな

っています。 

 土浦市には，工場等の事業所も多く立地していますが，これらの施設等につ

いては規制や基準が定められており，むしろ近年では，隣家や飲食店等による

近隣騒音への苦情が目立っています。 

 また，交通騒音は，土浦市においても法定の基準を達成していない箇所があ

り，国や県と連携した対策の推進が必要となっています。 

 振動については苦情も少なく問題の少ない環境項目となっておりますが，引

き続き建築工事に伴う解体工事などについて監視し，発生の未然防止に努める

必要があります。 

■悪臭 

 悪臭は公害＊苦情件数が多い項目であり，苦情の原因も畜舎や工場等から小

規模事業所や家庭でのごみの野外焼却など生活系のものに移行しており，規制

や指導などの対応が難しくなってきています。 

■有害化学物質 

等の新たな課題 

 今日の私たちの暮らしの周りには，様々な化学的素材，薬品等があふれてお

り，これらに含まれる化学物質の一部において，人の健康や生態系への有害性

が徐々に明らかにされてきています。特に，胎児や幼児・子供の発達段階にお

ける影響が懸念されています。 

 現在では，ごみの野外焼却等に伴い発生するダイオキシン類＊が問題となっ

ており，国では規制基準を設け，対策を進めていますが，不安感からごみの野

外焼却等に対する苦情等がたびたび発生しています。 

 内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）＊などは，人の健康や生態系への影

響が将来の世代にまで及ぶ可能性が明らかにされつつあり，市民の関心や不安

が広がっています。 

また，石綿（アスベスト＊）による健康被害の実態について，注目が高まっ

ており，建築物解体作業時の対策などの各種のアスベスト＊対策を進めていく

必要があります。 

これらの影響の可能性（環境リスク）の解明は，現在のところ研究途上なも

のが多く，研究成果等の情報を早期に蓄積し，提供していく必要があります。 
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5 まちの環境 

■土地利用 

 川沿いの低地部と平坦な台地，北西部の山林からなる土浦市と周辺地域で

は，これまで多くの農地や樹林地等が宅地として開発され，都市としての拡大

が図られてきました。特に台地部における開発が進展し，住宅，農地，樹林地

が混在する土地利用が周辺地域を含め大きく広がり，都市基盤の不足や樹林地

等の良好な自然環境の減少を招いています。 

 開発の動向は，近年に入りようやく落ち着きを見せ始めており，今後の都市

づくりは，量的な充足から質的な充足への転機にあるといえます。 

■交通 

 モータリゼーション＊の進展により，暮らしや経済活動における自動車への

依存性は年々増加する傾向にあり，土浦市及び周辺地域においては，郊外型店

舗・事業所の進展や広域的幹線道路の整備が進むなど，一層の自動車利用の増

加も見込まれます。 

 都市間を結ぶ主要な道路においては，自動車交通量が多くなっていますが，

骨格的な道路網の形成が遅れていることから，一部の路線では渋滞を生じ，将

来的には大気汚染や騒音などの交通公害＊も懸念されます。 

 自動車交通量の増加は，地球温暖化を進める大きな要因ともなっており，地

球環境保全の観点からも，公共交通の利用や自転車・徒歩などにより，過度な

自動車依存からの脱却が求められています。これらの課題に対して，幹線道路

をはじめ，高齢者等に配慮したユニバーサルデザイン＊を推進することで，自

転車・徒歩での利用環境を整備していく必要があります。 

■公園・緑地 

 公園の整備水準をみると，都市公園が 5.9１㎡／人，その他小公園等を合わ

せ 8.08㎡／人であり，都市計画法上の目標値である 10㎡／人には至ってお

らず，中心市街地や農村部など，設置数の少ない地区も見受けられます。また，

緑地については，比較的緑に恵まれた都市環境となっていますが，そのほとん

どは，農地や樹林地などの民有地の緑により支えられています。 

■景観 

 土浦の景観は，霞ヶ浦や筑波山麓の山林，台地部の樹林地などの自然景観，

自然と農業との調和の中ではぐくまれてきた里的景観や城下町から近代的都

市への発展の足跡を留める歴史的・都市的景観などが織りなされて形成されて

います。 

 特色ある自然や歴史的な背景を持つ優れた景観資源に恵まれ，霞ヶ浦湖畔の

ハス田や亀城公園周辺の歴史的町並みなど，一部には特色ある景観が形成され

ていますが，地域や都市としての総合的な景観づくりはまだ行われておらず，

景観資源を十分生かすには至っていません。また，都市の発展とともに，宅地

開発等が進み，農地や山林等，地域の豊かな自然は少しずつ失われてきていま

す。水田，畑地などの農用地においては，農業の社会的・多面的役割を重視し，
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持続的農業に取り組むなかで，地域の景観の形成を図っていくことも求められ

ています。一方，市街地の都市化に伴い，大規模な建築物も建設される中で，

市民の生活空間との調和を図ることも課題となっています。 

■歴史・文化 

 太古からの長い歴史を積み重ねてきた土浦市には，数々の歴史的資源が残

り，まちに歴史的文化的な表情を与えています。市では，国や県，市による文

化財指定制度を活用し，国宝の短刀（銘 筑州住行弘 観応元年八月日）や国指

定重要文化財である旧茨城県立土浦中学校本館，上高津貝塚，絹本著色 高峰

和尚像などの文化財の保護に努めていますが，指定文化財以外にも地域の歴史

をとどめる資源も多く，時代の流れとともに徐々に失われるものもあり，より

幅広い保護策が求められています。 

 また，土浦市には，「博物館」，「上高津貝塚ふるさと歴史の広場」の二つの

拠点的な歴史文化施設があります。歴史資料の展示，保管や研究，その他様々

な文化活動の場として活用されていますが，歴史的文化への関心の高まりもあ

り，両施設の特色を生かした更なる機能充実が必要となっています。 
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第 3節 環境に関する市民と事業者の意識 

 環境基本計画の見直しに先立ち，平成 18年 8月に市民及び市内事業者を対象に，環境基本計

画に掲げている各主体の取組例の実施状況を把握するためのアンケートを行いました。アンケー

トの設問は，現行計画の「第 6章 主体別行動計画」に示されている取組活動例の中から代表的

なものを抽出し，その取組状況を尋ねています。 

 市民アンケートは，性別や年齢，居住地などに隔たりのないよう配慮した上でコンピュータに

より，無作為に抽出した 20歳以上８０歳未満の市民 2,000人を対象として郵送により依頼しま

した。 

 事業者については，市内の事業者から無作為抽出した 200事業者に郵送により依頼しました。 

 それぞれの回収数及び回収率は，下表のとおりとなりました。 

 

 配布数 回収数 有効回答率 

市民 
2,000 

(内 9名は無効） 
716 36.0％ 

事業者 
200 

（内 7件は無効） 
56 29.0％ 

 

以下に，アンケートの結果の概要を示します。 
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1 市民アンケートの結果の概要 

市民アンケートは，無作為に抽出した市民 2,000人（内 9件は無効。）を対象として行い，716

名（有効回答率 36.0%）より回答を頂きました。 

○個人で取り組める市民生活に関する設問では，市民の意識が高く，実際に取り組んでいる方

の割合も高いことがわかりました。 

 （個人で取り組める活動の例） 

・水質汚濁防止・ごみの減量・省エネルギー行動・ポイ捨て禁止・さわやか環境条例＊

に係る犬の糞の持ち帰り など 

個々の取組状況や意識は高いと考えられますが，霞ヶ浦の水質や，ごみの散乱など現状は

良くなっておらず，また，環境家計簿＊や環境ラベル商品の購入など，新たに情報を必要と

するものなどはあまり取り組まれていないため，今後も個人単位での取組を推進するような

広報活動を行っていく必要があります。 

 

○共同して取り組む地域活動などの行事への参加の設問では，参加者が少なく課題が多く見ら

れました。 

    （協働で取り組む活動の例） 

・清掃活動への参加・さわやか環境推進員＊への協力 

・自然観察会に参加，地域文化の伝承活動 など 

今後これらの広報による呼びかけや普及啓発等の施策は引き続き必要と考えられます。な

お，行事への参加をしたことがある人は少ないものの，例えば，自然観察会や自然保護・再

生活動などに参加するかどうかの設問について見てみると，５９％は機会があれば参加した

いとの回答が得られたことから，活動に関する広報や機会の充実等も今後の課題と考えられ

ます。 

 

○機器の導入や施設整備を要する取組状況は総じて低いことがわかりました。 

 （取組の例） 

・低公害車＊の導入・太陽光発電及び雨水利用施設を設置・生ごみの堆肥化 など  

これら設備の整備に関しての助成制度や環境への効果についての広報が必要と考えられ

ます。 

 

○環境に対する自由記入欄には，さまざまな意見が寄せられました。 

    （意見で挙げられた話題・課題等） 

・霞ヶ浦に関することが大部分を占めた。・ごみに関すること・最近の環境問題であるア

スベスト＊に関すること・市への要望  など 

特徴としては，回答者自身の取組や意識に関することも多くみられ，環境に関する市民の

意識の高さが改めて確認されました。 
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2 事業者アンケートの結果の概要 

 事業者アンケートは，無作為に抽出した 200事業者（内 7件は無効。）を対象として行い，56

事業所（有効回答率 29.0%）より回答を頂きました。 

 

○公害＊関係法令や廃棄物関係法令等により，規制基準等が定められているものに関しては対象

となる事業場の大部分が実施していました。 

（法令により規制されている取組の例） 

・適正な浄化施設等の整備と維持管理の徹底 

・法律等に基づく定期的なモニタリング＊による規制基準の遵守 

・フロン＊利用製品の適正な処理とフロン＊回収の徹底     など 

これらのものは，調査，報告が義務づけられており，法に抵触することから，該当する事業

者のほとんどが取組を行っていました。 

 

○法による努力規程のみの取組や法令で定められていない取組については，約 20～50％の取

組割合でした。（努力規程のみの取組などの例） 

・グリーン購入＊，エコマーク＊製品の購入・低公害車＊の導入，エコドライブ＊の習慣化 

・事務所の省エネルギー化 など 

事業所内や周辺の環境美化は，大部分の事業場で実施されており，コストのかからないもの

については法令で定められていなくても実施状況は高いが，低公害車＊の導入やごみゼロ化の

取組の検討などはあまり実施されていませんでした。これらの今後取り組むべき項目について

は，情報提供や支援が課題となってくると考えられます。 

 

○共同して取り組む地域活動などの行事への参加の設問では，まだまだ取組が少なく，また設

備投資を要する取組に関しては取組が低い結果となりました。 

（共同して取り組む地域活動や設備投資が必要な取組の例） 

・水辺や里山＊の清掃活動への参加 

・環境の情報発信イベントへのボランティア参加などの支援 

・太陽光発電などの新エネルギー＊の導入や省エネルギー化の推進   など 

行事への参加は，現段階での取組割合は低いものの，例えば，水辺や里山＊の清掃活動・保全

活動に機会があれば参加したいとする事業場は 50％超ありました。また，コージェネレーショ

ン＊などの省エネルギー化や太陽光発電といった新エネルギー＊導入に関わる設備投資につい

ても，現段階での取組割合は低いが，全体の 4分の１が検討中と答えており，必要性について

認識している企業があることが確認できました。 

地域の住民とのボランティア活動などの協働体制の整備や事業所の環境に関する取組の住民

説明会の実施などの地域に根ざした企業としての展開が今後求められてくると考えられます。 

 

ISO＊１４００１認証取得等や従業員の環境教育により環境保全に対する責任に関する設問

でも実施率が低く，自主的な環境への取組への意識の高揚が，今後の課題となっています。 
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第 4節 土浦市の環境の特徴と主な課題 

 環境の状況を踏まえると，土浦市の環境における課題は，次のような内容として整理すること

ができます。 

■水（水環境） 

・水郷として豊富な水資源に恵まれていますが，霞ヶ浦を始めとして河川の多

くの地点で水質に関する環境基準＊が未達成となっており，自然の保全及び

水道水源としての観点から水質浄化が必要となっています。 

・生活排水及び農業などの面源＊による汚濁負荷の削減が必要となっています。 

・霞ヶ浦の水質は横ばいとなっており，特に窒素＊やりん＊など，富栄養化＊の

原因となっている物質の削減に関する取組をより一層強化していく必要が

あります。 

・霞ヶ浦におけるコイの養殖は，近年休止していますが，養殖時には，コイの餌に含

まれるりんが糞とともに排出され，水質汚濁に大きく関わってきました。 

・公共下水道，農業集落排水施設及び高度処理型合併処理浄化槽＊の整備を引

き続き進めるほか，家庭での水質浄化対策や農業における施肥の適正化，水

生植物による浄化能力の向上などについて，市民，事業者，行政（国，県，

市町村）が協力してきめ細かな取組を総合的に進めていく必要があります。 

■空気 

（大気環境） 

・大気に関する環境基準＊は概ね達成されており，比較的良好な状況にありま

す。 

・一部の地域で浮遊粒子状物質＊や光化学オキシダント＊の環境基準＊を超える

ことがあり，未達成となっています。 

・浮遊粒子状物質＊については，自動車交通量の増加によるものと考えられる

ことから，自動車利用の抑制や低公害車＊の導入などの必要があります。 

・地球温暖化を防止するためには，市民一人ひとりの意識改革を進め，大量生

産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイルを見直すことが必要であり，そ

のための計画的な取組が求められています。 

・地球環境の観点から，フロン＊の適正な処理や代替フロン＊の排出削減，酸性

雨＊に対する監視等により対応していく必要があります。 

■土（土壌環境） 

・土壌に関する環境基準＊は達成されており，現在のところ問題は生じていま

せん。 

・土壌の健全性を保つために地下水涵養に配慮するほか，ダイオキシン類＊等

の新たな問題の未然防止のため，監視を強化していく必要があります。 

・地下水については，揚水量規制等の削減措置により，近年は顕著な地下水位

の変動は見られませんが，今後も地下水の保全と管理を適切に行う必要があ

ります。 
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・新治地区においては，地下水の硝酸性窒素濃度の高い地域があり，国，県と

協力し，計画的な対策を進めていく必要があります。 

■霞ヶ浦・ 

河川の自然 

・霞ヶ浦や河川，ため池などの多様な水辺に恵まれ，多くの水鳥や魚類が生息

するほか，地域の風土や文化を特徴付けています。 

・水質の悪化や護岸のコンクリート化，砂浜，アシ原の減少などにより，水生

植物その他の水生生物などが減少するなど，水辺の生態系が失われつつあり

ます。貴重な水産資源を守るためにも，水辺の植生の復元や生態系に配慮し

た護岸の整備等により，水辺の自然を守っていくことが必要です。 

・地域固有の生態系を守るため，市民や釣り客のマナーの向上や監視等により，

外来種対策を進めていく必要があります。 

■里山 

・平地林や谷津田＊からなる里山＊や周辺の農地や集落で形づくられる里には，

良好な自然も残されており，地域の生態系を支える重要な自然環境となって

います。 

・市民参加により行われた，里地・里山＊の自然環境実態調査では，レッドデ

ータブック＊記載種や，生態系の豊かさを示す食物連鎖の上位種が市内に生息

していることが確認されており，保護していく必要があります。 

・新治地区においても，オオタカ，ウソなどの鳥類や，ホタル，ハッチョウト

ンボなどの昆虫類などが生息していることが確認されており，保護していく

必要があります。 

・開発に伴う樹林地や農地の減少，農業の衰退による農地の荒廃化，農薬や農

業用水のコンクリート水路化等により，里に生きる生物たちの生息環境が狭

まりつつあります。 

・樹林地や農地の計画的な保全や環境保全型農業＊を振興するほか，市民と市

の協働により，里山＊の管理や営農を地域で支えていく仕組みを作っていく必

要があります。 

■自然との 

ふれあい 

・水や緑に代表される自然は，多様な生物の生息の場であるとともに，人々に

安らぎを与える保養空間としても重要な機能を担っています。 

・市内では，霞ヶ浦，宍塚大池，桜川などの優れた自然環境を活かした環境保

全活動等も取り組まれており，近年はホタルの生育環境などの復元に取り組

む市民団体等の活動も見られます。 

・環境への理解や地域への愛着をはぐくむ上でも自然とのふれあいは重要であ

り，地域の自然を生かした環境教育の推進やビオトープ＊などの環境学習の場

の整備，管理の仕組みづくりなどを進めていく必要があります。 
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■資源・ 

エネルギー 

・多くの市民が暮らし，様々な産業活動が活発に行われている土浦市では，電

気を始めとする大量のエネルギーを消費しており，省エネルギー化を推進し

ていく必要があります。 

・化石燃料を主体とするエネルギー消費は，二酸化炭素＊などの温室効果ガス＊

の主要な排出原因となっているほか，資源枯渇の観点からも省エネルギー化

に努めるとともに，自然エネルギーやバイオマス＊エネルギーなどの新エネ

ルギー＊利用への転換を行っていく必要があります。 

・省資源化，省エネルギー化に向けた課題としては，家庭における電力消費や

モータリゼーション＊の進展に伴う自動車による燃料消費が増大しており，

特にそれらの削減が重要とされています。 

・水道の需要も年々増加する傾向にあり，節水にも努めていく必要があります。 

■廃棄物 

・便利な使い捨て型の生活を背景とする多量のごみの排出は，多大な財政的な

負担，産業廃棄物＊最終処分＊場の確保の困難性，小型焼却炉によるダイオキ

シン類＊の排出の懸念など多くの問題を生じさせています。 

・発生抑制（リフューズ），排出抑制（リデュース），再使用（リユース），再

生利用（リサイクル）を基本とする「もの」を大切にする暮らしを定着させ，

ごみの少ない社会の実現をめざしていく必要があります。 

■身近な生活 

環境（騒音， 

振動，悪臭， 

有害化学物質等） 

・身近な生活環境問題としては，個人のマナーやモラルの低下や近隣関係の希

薄化に起因すると思われる騒音や悪臭に関する苦情が多くなってきていま

す。 

・かつての産業型公害＊などは，規制等により大きく改善されてきましたが，

ダイオキシン類＊や内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）＊，アスベスト＊

などの新たな環境問題が懸念されています。 

・建築物の解体工事等の際には，振動の発生に関する監視やアスベスト＊対策

が必要とされています。 

・新たな問題発生時に迅速な対応が図れるよう，情報の収集に努めるとともに，

監視体制を強化していく必要があります。 

■マナー・ 

モラル 

・不法投棄，ポイ捨てによるごみの散乱，騒音や悪臭等による近所迷惑など，

自己中心的で他人への配慮に欠けた行動が目立つようになっており，暮らし

の快適性やまちの美観が損なわれています。 
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・共に暮らしていくためのマナーやモラルを浸透するとともに，監視・指導体

制を強化し，まちの美観や快適性を保全していく必要があります。 

■まち 

・公園等の整備が不十分となっているほか，緑や親水空間，町並みの整備など，

恵まれた水辺環境や歴史資源等の地域ごとの特色を生かした計画的なまち

づくりを推進し，「ゆとり」や「うるおい」のある快適な生活空間を実現し

ていく必要があります。 

・市街地の都市化に伴い，大規模建築物の建設も進んでいますが，市民の生活

環境との調和が求められています。 

■交通・みち 

・年々増加する自動車に対し，幹線道路や生活道路網の整備が追いついていな

い箇所があり，一部において渋滞や住宅地への通過交通を招いているほか，

歩行者の安全性や快適性が損なわれています。 

・高齢社会に向けた歩行者空間や公益性のある建物のバリアフリー＊化，きめ

細かい公共交通サービス等の必要性が高まっています。 

・円滑で適切な交通を確保するため，道路整備を促進するとともに，ユニバー

サルデザイン＊の推進による，高齢者や障害者等が安心して利用できる歩道

等の整備や，公共交通の充実等を図っていく必要があります。 

■歴史・文化 

・土浦市には，亀城公園（城址）周辺の商家や社寺などに見られる城下町の町

並みや，水郷の暮らしに培われた習俗など，多くの歴史的文化的資源が残り，

まちや里に文化的な表情を与えています。 

・主要なものは，国や県，市の文化財に指定され，保護施策が図られています

が，未指定文化財など時代とともに失われていくものも少なくありません。 

・文化財等と調和した町並みや道路デザインなどが一部において実施されてい

ますが，整備が行き届いていない場所も多く，回遊性等の創出にも欠けてい

ます。 

・歴史的文化的資源を保護していくための施策を幅広く展開していくほか，ま

ちづくりに効果的に取り込み，まちの歴史的文化的な雰囲気を高めていく必

要があります。 

■環境学習 

パートナー 

シップ 

・いくつかの自然保護団体や消費者団体等が組織され，環境保全に関する活動

や学習が行われていますが，市民参加はまだ一部に限られており，行政や事

業者との連携も十分とはいえません。 

・総合的な学習の時間＊を活用した学校での環境教育や，夏休みを利用した「霞

ヶ浦水質浄化親子研修会＊」や「水のたんけん隊＊」等の事業，こどもエコク

ラブ＊などの取組を今後も継続し，参加者の拡大を図っていくことが重要で
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す。 

・生涯学習や事業所における研修等においても，環境教育・環境学習を導入し，

市民・事業者の積極的な参加を促すとともに，人材の育成・活用を図る必要

があります。 

・環境に関する情報の蓄積と一元化を図り，だれもが利用できる情報として整

理し提供していく必要があります。 

・まちづくり市民会議＊などのコミュニティ活動はもちろんのこと，市民団体

や事業者団体による環境保全活動などの民間団体＊活動の活性化を図るとと

もに，主体である市民，事業者，行政が連携し，協力するための基盤として，

環境関連の情報や人材を地域的に共有する仕組みや各主体をネットワーク

する協働組織等を作っていく必要があります。 

・霞ヶ浦流域市町村で組織している霞ヶ浦問題協議会の活動を展開するととも

に，茨城県霞ケ浦環境科学センター＊との連携強化により広域的な取組を推

進しつつ，更には国内外のあらゆる主体との交流を図っていく必要がありま

す。 
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第 3章 環境の将来像及び環境目標 

 

第 1節 計画の理念 

 この計画は，環境基本条例に位置付けられた次の理念の実現を目的とします。 

 

【土浦市環境基本条例の理念】 

 

●環境の保全及び創造は，現在及び将来の市民が環境からの健全で豊かな恵みを十分に受け取

り，健康で文化的な生活を営むことができるよう適切に行われなければならない。 

 

●環境の保全及び創造は，環境に限りがあるとの認識の下，環境への負荷の少ない循環を基調と

する社会が築かれるよう適切に行われなければならない。 

 

●環境の保全及び創造は，市，事業者，市民等が公平な役割分担と責務の自覚の下，協働して積

極的に行われなければならない。 

 

●霞ヶ浦その他の豊かな自然，歴史及び文化は，土浦らしさを表す風土として保全するとともに，

新たな風土を創造しつつ，これらを将来の市民に継承していかなければならない。 

 

●地球環境保全は，人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって

確保する上での課題でもあることから，事業活動や日常生活が地球環境に及ぼす影響を十分認

識し，国際的な協調の下，地球環境の保全に資する行動により，積極的に推進されなければな

らない。 
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第 2節 理念実現の方向性 

 

 

 

 第 2章のとおり，土浦市では，生活環境や自然環境に様々な問題が生じていて，これらの問題

は私たちの暮らしを脅かすとともに，地域の豊かな自然への脅威となりつつあります。 

 これら環境問題の根元的な原因は，自然のこれまでの循環のあり方から切り離された私たちの

生活や事業活動（『暮らし』）による環境負荷の増大，自然の大切さを省みずに，発展や経済性を

求めてきた開発など（『まち』），人間の都合を優先してきた私たちの営みにあるといえます。 

 

 自然環境は私たちの生存の基盤であり，私たちがその中に属しているものです。また，人間の

科学技術や認識は日々進歩していますが，常に不確実性も残されており，私たちが，自然の姿を

全て理解し尽くすことはありません。自然環境，特に生態系に対して，このような謙虚な気持ち

を持ち，その保全に努めることが，現在ほど必要とされている時代はありません。 

 

 土浦市環境基本計画では，このように，「自然」の基盤の上に私たちの「暮らし」，「まち」があ

るという認識に立ち，自然環境の保全を優先しつつ，慎重に自然の利用を図るという姿勢のもと

に，「自然」，「暮らし」，「まち」の共生の確立を目指していきます。 

 

『自然』，『暮らし』，『まち』の共生 
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第 3節 環境の将来像 

 私たちは，「自然」，「暮らし」，「まち」の共生の上に，目指すべき土浦市の環境の将来像を描く

こととします。 

 それは同時に，これまで先人達が霞ヶ浦や筑波山麓などの地域の自然との関わりの中で，農業

や漁業を営み，また，堀や水路の巡る城下町を築き，培ってきた地域固有の文化に学び，霞ヶ浦

から筑波山麓に至る自然と共生する新たな“水郷の文化”の創造を目指すことでもあります。 

 以上の認識の下，次に掲げる「環境の将来像」と，将来像を実現するための「3つの基本目標」

を設定します。 

 

■環境の将来像 

 

 

   

 

■基本目標（自然） 

霞ヶ浦の豊かな自然をはぐくむ，清らかな水の流れと筑波山麓の緑が連なる水郷を守る。 

 

■基本目標（暮らし） 

地域への愛着と節度ある暮らしに支えられた循環型社会＊を築く。 

 

■基本目標（まち） 

歴史と文化の薫りの中でだれもが生き生きと暮らしを楽しめるまちを創る。 

 

自然と暮らしが循環の中で共生する 

『水郷の文化』が息づくまち・つちうら 
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第 4節 基本目標及び環境目標 

 基本目標を達成するための目安となる基本的な環境要素ごとに更に細かな指針としての環境目

標を設定します。 

 

■基本目標（自然） 

 

霞ヶ浦の豊かな自然をはぐくむ，清らかな水の流れと筑波山麓の緑が連なる水郷を守る。 

 

 水や空気や土などの自然環境の構成要素の健全性を維持していくことが私たち人間のみなら

ず，すべての生命の生存を保障する上で最も重要です。 

 特に近年では，地球の温暖化や霞ヶ浦の水質汚濁に見られるように，私たちの生存を保障する

自然環境の悪化が懸念されています。生命の源である地球環境の保全はもちろんのことですが，

私たち土浦市民にとっては，郷土の自然の基盤であり，また，私たちの歴史と文化をはぐくんで

きた母なる湖“霞ヶ浦”の再生が，自然環境の保全，修復，創造の象徴として，重要なテーマと

なります。 

 日常の生活や通常の事業活動を通しての霞ヶ浦や流域の河川の水質浄化はもちろんのこと，良

質な水の循環を保証する健全な緑や土の浄化力を保つことも重要です。 

 そのためには，水辺や里山＊などの自然とのふれあいを通じて，自然環境の保全などへの関心を

高め，水と緑が有機的に連なり，豊かな生態系が保たれる水郷の環境を地域で維持，保全，育成

していく仕組みを築いていくことが必要となります。 

 以上のような観点から，自然の基本的構成要素について，次のような環境目標を設定します。 

 

【環境目標 1】 水（水環境） 安心して飲める水 

【環境目標 2】 空気（大気環境） 深呼吸が心地よい，さわやかな空気 

【環境目標 3】 土（土壌環境） 水の循環を支える，汚染のない健全な土 

【環境目標 4】 霞ヶ浦・河川の自然 ヨシがそよぎ，生き物が豊富な水辺 

【環境目標 5】 山林と里山＊ 緑の連なり，木漏れ日のもりに息づく里の営み 

【環境目標 6】 自然とのふれあい 遊び，学び，みんなで支える自然 
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■基本目標（暮らし） 

 

地域への愛着と節度ある暮らしに支えられた循環型社会＊を築く。 

 

 今日の環境問題の多くは，私たちの便利な暮らしとそれを支える産業活動から生じる多大な環

境負荷を背景としており，環境と共生する社会を築いていくためには，私たち一人ひとりの環境

への意識を高め，循環を基調とした新しい暮らし方や事業活動を確立していかなければなりませ

ん。 

 化石燃料を主体とするエネルギーの消費は，大量の温室効果ガス＊の排出を招き，その影響は地

球規模の気候変動を引き起こすほどとなっています。市民や事業者の努力により，省エネルギー

型の社会を築くとともに，新エネルギー＊など環境負荷の少ない，再生可能なエネルギー利用への

転換を進めていく必要があります。 

 また，私たちの暮らしに伴う大量の廃棄物についても，これまでの焼却や埋め立てを基本とし

た処理システムは破綻しつつあり，早急な対応が必要となっています。不要なレジ袋や包装を断

るなど，ごみの発生を抑え，ごみの排出をできるだけ抑制するとともに，廃棄物を再使用し，再

生利用して，社会の中で循環させていく新たな仕組みを早期に構築していかなければなりません。 

 産業型公害＊は減少しつつありますが，新たな有害化学物質＊等が明らかになっており，私たち

の暮らしを脅かしています。新たな環境問題の発生に対する監視や規制の体制を強化し，安全で

健やかな暮らしの場を維持していく必要があります。 

 さらに，近隣関係の希薄化等を背景に，ごみの不法投棄，騒音や悪臭などを招く，マナーに欠

けた暮らしが増加しています。地域への愛着と近隣への思いやりをはぐくみ，まちの美観や暮ら

しの快適性を守っていく必要もあります。 

 以上のような観点から，暮らしの基本的構成要素について，次の環境目標を設定します。 

 

【環境目標 7】 資源・エネルギー 資源を大事に使う，環境に思いやりのある暮らし 

【環境目標 8】 廃棄物 ごみの少ない，ものを大切にする暮らし 

【環境目標 9】 身近な生活環境 平穏で，健やかな暮らし 

【環境目標 10】 マナー・モラル 良識と思いやりに支えられた快適でさわやかな暮らし 
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■基本目標（まち） 

 

歴史と文化の薫りの中でだれもが生き生きと暮らしを楽しめるまちを創る。 

 

 土浦市は，県南の中心都市として成長を続けてきましたが，近年は，人口の増加は停滞傾向を

示し，開発等の動向も落ち着きを見せ，都市としての成熟期を迎えつつあります。 

 今後は，環境との共生を図りながら，暮らしの“ゆとり”や“うるおい”を実感することので

きる都市環境の質の向上を目指していかなければなりません。 

 そのためには，道路や公園等の基本的な都市基盤の充実を図るとともに，緑や水辺等の空間，

景観の整備など，地域の特性を生かしながら，都市の快適性や魅力を高めていく必要があります。 

 また，今後の高齢社会を迎えるに当たり，すべての人が積極的に社会参加できる基盤を用意し

ていく必要があります。安全で快適な人に優しい歩行者空間の確保や，自家用車に頼らずに公共

交通等による移動ができる交通手段の確保は，排気ガス削減の観点からも重要となります。 

 古くから人が暮らしてきた土浦市には，多くの史跡や文化財，民俗的な風習や伝統が残ってい

ます。これらの歴史的な遺産は，土浦の歴史と文化が結晶した貴重なまちの財産であり，はから

ずも，私たちが忘れかけている自然と共生し，また，資源を循環利用する暮らしの中ではぐくま

れてきた一面も持っています。私たちはそれらを守り，次代へと受け継いでいく責任を負ってい

ます。また，城下町の面影を残す町並みや寺社等は，まちの薫りや表情に深みを与えるまちづく

りの貴重な資源となっており，土浦らしさをはぐくんでいく上で，積極的に保全し，活用してい

く必要があります。 

 以上のような観点から，まちの基本的構成要素について，次の環境目標を設定します。 

 

【環境目標 11】 まち 緑と水辺がすがすがしい，美しい町並み 

【環境目標 12】 交通・みち だれもが安心して歩ける，散歩が楽しいまち 

【環境目標 13】 歴史・文化 郷土の歴史と文化が薫るまち 
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■共生と循環を支えるパートナーシップ 

 

歴史と文化の薫りの中でだれもが生き生きと暮らしを楽しめるまちを創る。 

 

 先に掲げた基本目標を達成し，環境の将来像を実現していくためには，私たちの暮らしが環境

に与える多大な影響を各自が深刻に受け止め，良好な環境の保全と創造に対する一人ひとりの自

覚と責任に基づく草の根の行動を隅々まで広げていくことが重要となります。 

 そのためには，次代を担う子ども達はもとより，あらゆる世代に向けた環境教育・環境学習を

着実に展開し，良好な環境の保全と創造の意識の浸透と適切な行動を，習慣として根付かせてい

く必要があります。 

 また，様々な主体がかかわり，原因や影響が広範囲にわたる環境問題を解決していくためには，

市民，事業者，行政がそれぞれの役割を適切に分担し，協力し，連携するパートナーシップを築

いていく必要があります。 

 各主体の親密な連携をはぐくむ交流の基盤やネットワークを構築するとともに，市民の活動の

基盤となるまちづくり市民会議＊（各地区市民委員会や各町内会を含む）を始めとして環境の保全

や創造に取り組む市民団体，事業者団体などの民間団体＊やボランティアなど，地域の優れた人材

や知識を広く共有し，活用できる仕組みを構築していく必要があります。 

 基本目標を実現していくための仕組みとして，以上のような，パートナーシップの形成を目指

し，次の環境目標を設定します。 

 

【環境目標 14】 パートナーシップ 環境を守り，はぐくむ，知恵と行動の輪を広げる 
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第 5節 シーズプロジェクト 

 

 本計画に掲げる環境目標を達成していくためには，市民，事業者，行政が連携し，相互に協力

する協働体制を築いていかなければなりません。そのためには，各主体が具体的な行動を起こし，

成果を積み重ね，主体間の信頼関係をはぐくんでいく必要があります。 

 各主体が取組を進めるとともに，その連携をはぐくむことで，重点的に取組を進めていく必要のある分野

について，「シーズプロジェクト」を定めました。 

 シーズプロジェクトは，対象とする分野において市民，事業者の取組を促すとともに，そこで

培った主体間の連携を活かし，他の分野においても自主的な環境保全等の取組が幅広く展開され

るようにすることを目指しています。 

 

シーズプロジェクト 

プロジェクト 1 水質浄化の推進 

プロジェクト 2 省エネルギー化及び新エネルギー＊利用の推進 

プロジェクト 3 ごみの発生抑制，排出抑制，再使用及び再生利用の推進 

プロジェクト 4 ビオトープ＊の整備及び生態系の保護 

プロジェクト 5 環境教育及び環境学習の充実 

 

 

 

 



　　　　　　　　　　　【土浦市の環境の特徴と主な課題】

●水（水環境）
　水郷として豊富な水資源に恵まれているが、生活排水や農業などの
面源の負荷による窒素やりんなどの増加に伴い、霞ヶ浦などの富栄
養化が進んでおり、多くの地点で環境基準未達成となっており，改善
の必要がある。

●空気（大気環境）
　概ね良好な状況にあるが、一部地域で浮遊粒子状物質、光化学オ
キシダントが環境基準未達成であり、自動車交通等による都市型公
害の兆しが見られる。
　二酸化炭素、フロンの排出が地球環境上の問題となっており，改善
の必要がある。

●土（土壌環境）
　概ね良好な状況にあるが、硝酸性窒素対策を行うほか、ダイオキシ
ン類等の環境汚染の発生を未然に防止する必要がある。

●霞ヶ浦・河川の自然
　霞ヶ浦や河川、ため池などの自然豊かな水辺に恵まれ、地域の風
土や文化の特徴となっているが、護岸のコンクリート化や水質の悪
化、砂浜・アシ原の減少，外来魚の侵入等により、地域固有の生態系
や貴重な水産資源の生息環境が失われつつあり，その復元の必要が
ある。

●山林と里山
　谷津田や平地林など、緑豊かな里山が残されており，貴重な動植物
も確認されているが、開発や農業の衰退により平地林や農地の減
少、荒廃が進むとともに、水路のコンクリート化等により、里の生き物
の生息環境が悪化しており，その復元の必要がある。

●自然とのふれあい
　地域の自然に触れ、学ぶことのできる環境教育学習の場の整備を
進め、活動を市民に広げていく必要がある。

●資源・エネルギー
　電気やガス、燃料などの省資源、省エネルギー化を進めているが，
新エネルギー利用への転換は進んでいない。また、水道利用も年々
増加しつつあり、節水にも努めていく必要がある。

●廃棄物
　ごみの排出量は減少傾向にあるが、リサイクル率は横ばい傾向に
あり、一層の推進が必要となっている。

●身近な生活環境（騒音、振動、悪臭、有害化学物質等）
　工場等による産業型公害の改善は進みつつあるが、ダイオキシ類、
環境ホルモン、アスベスト（石綿）等問題に対処していく必要がある。

●マナー・モラル
　自己中心的で他人への配慮に欠けた行動が目立つようになり、ごみ
の散乱や、近隣騒音等を招き、まちの環境を損なう傾向が強まってお
り，マナー・モラルの高揚が必要となっている。

●まち
　公園等の整備を進めるとともに、地域の水や緑を生かしたうるおい
やゆとりのあるまちづくり，調和の取れたまちづくりに一層取り組んで
いく必要がある。

●交通・みち
　自動車の増加に対する道路整備が追いつかず、一部において渋滞
や住宅地への通過交通の侵入を招いており、歩行者の安全性・快適
性が損なわれており，改善の必要がある。

●歴史・文化
　商家や寺社などが多く、城下町の風情を留めているが、歴史的建造
物や風習などが徐々に失われつつあり、歴史的文化的資源を生かし
たまちづくりをさらに進める必要がある。

●環境教育・環境学習・パートナーシップ
　市民団体等の一部において自主的な環境学習や保全活動等が始
められているが、市民や事業者や行政が協働してそれらの活動など
を拡大していく必要がある。

■環境の将来像及び環境目標

　【土浦市環境基本条例の基本理念】

・現在及び将来の健康で文化的な生活
　を守る。
・環境への負荷の少ない循環型社会を
　築く。
・市民、事業者、市等が協働して取り組
　む。
・霞ヶ浦等の豊かな自然と郷土の歴史・
　文化を守り、継承する。
・地球環境の保全のために、国際協調し
　た行動を起こす。

市民が望む【環境の将来像】

自然と暮らしが循環の中で共生する
『水郷の文化』が息づくまち・つちうら

【基本目標（自然）】

【基本目標】

【基本目標（ま

【基本目標（暮らし）】

霞ヶ浦の豊かな自然をはぐくむ
清らかな水の流れと筑波山麓の

緑が連なる水郷を守る

地域への愛着と節度ある
暮らしに支えられた
循環型社会を築く

歴史と文化の薫りの中で
だれもが生き生きと暮らし

を
楽しめるまちを創る

■環境目標（自然）

①　水（水環境）
　　　　安　心　し　て　飲　め　る　水

②　空　気（大気環境）
　　　　深呼吸が心地よい、さわやかな空気

③　土（土壌環境）
　　　　水の循環を支える、汚染のない健全な土

④　霞ヶ浦・河川の自然
　　　　ヨシがそよぎ、生き物が豊富な水辺

⑤　山林と里山
　　　　緑の連なり、木漏れ日のもりに息づく里の営み

⑥　自然とのふれあい
　　　　遊び、学び、みんなで支える自然

■環境目標（暮ら
し）

⑦　資源・エネルギー
　　資源を大事に使う、環境に思いやりのある暮らし

⑧　廃棄物
　　ごみの少ない、ものを大切にする暮らし

⑨　身近な生活環境（騒音・振動・悪臭・有害化学物質等）

　　　　平　穏　で　穏　や　か　な　暮　ら　し

⑩　マナー・モラル
　良識と思いやりに支えられた快適でさわやかな暮らし

⑪　ま　ち
　　　　　緑と水辺がすがすがしい、美しい町並み

■環境目標（まち）

⑫　交通・みち
　　　　だれもが安心して歩ける、散歩が楽しいまち

⑬　歴史・文化
　　　　郷土の歴史と文化が薫るまち

⑭　パートナーシップ
　　　環境を守り、はぐくむ、知恵と行動の輪を広げる

■共生と循環を支えるパートナーシッ
プ

■主要施策

① 水 質 浄 化 の 推 進

① 地 球 の 大 気 環 境 へ の 配 慮

② 大 気 汚 染 対 策 の 推 進

① 土 壌 環 境 の 保 全

① 水 辺 の 生 態 系 の 保 護

② 水 辺 の 自 然 の 保 全 ・ 修 復

① 筑波山麓，平地林や谷津田など、里山の自然の保全と生態系の保護

② 農地や集落の保全と環境に配慮した農業の振興

① 多様な生き物をはぐくみ、地域の自然とふれあえる場の整備

① 省資源・省エネルギー化・新エネルギー利用の推進

① ごみの発生抑制・排出抑制・再使用・再生利用の推進

② も の の 循 環 を 支 え る 社 会 基 盤 の 構 築

① 身 近 な 生 活 環 境 の 保 全

② 有 害 化 学 物 質 へ の 対 応

① 暮 ら し の マ ナ ー と モ ラ ル の 浸 透

① 自 然 や 生 活 に 配 慮 し た 開 発 の 実 施

② 緑と水辺を生かしたうるおいと調和のあるまちづくりの推進

① 公 共 交 通 の 利 便 性 の 向 上

② 歩 行 者 に や さ し い ま ち ・ み ち づ く り

① 地 域 の 歴 史 ・ 文 化 の 掘 り 起 こ し と 伝 承

② 地 域 ・ 文 化 を 生 か し た ま ち づ く り の 展 開

① 環 境 情 報 の 収 集 ・ 提 供 体 制 の 整 備

② 環 境 教 育 ・ 環 境 学 習 の 充 実

③ 地 域 的 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 展 開

④ 近 隣 市 町 村 、 県 、 国 、 海 外 と の 連 携 の 強 化

■シーズ・プロジェクト

プロジェクト１
水質浄化の推進

プロジェクト２
省エネルギー化及び

新エネルギー利用の推進

プロジェクト３
ごみの発生抑制，排出抑制，再使用

及び再生利用の推進

プロジェクト４
ビオトープの整備及び生態系の保護

プロジェクト５
環境教育及び環境学習の充実
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第４章  施策の展開 

 

施策の展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

環境目標 １  安心して飲める水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

環境目標 ２  深呼吸が心地よい，さわやかな空気・・・・・・・・・・・５０ 

環境目標 ３  水の循環を支える，汚染のない健全な土・・・・・・・・・５７ 

環境目標 ４  ヨシがそよぎ，生き物が豊富な水辺・・・・・・・・・・・６１ 

環境目標 ５  緑の連なり，木漏れ日のもりに息づく里の営み・・・・・・６６ 

環境目標 ６  遊び，学び，みんなで支える自然・・・・・・・・・・・・７４ 

環境目標 ７  資源を大事に使う，環境に思いやりのある暮らし・・・・・７７ 

環境目標 ８  ごみの少ない，ものを大切にする暮らし・・・・・・・・・８１ 

環境目標 ９  平穏で，健やかな暮らし・・・・・・・・・・・・・・・・８７ 

環境目標１０ 良識と思いやりに支えられた快適でさわやかな暮らし・・・９５ 

環境目標１１ 緑と水辺がすがすがしい，美しい町並み・・・・・・・・・９８ 

環境目標１２ だれもが安心して歩ける，散歩が楽しいまち・・・・・・１０５ 

環境目標１３ 郷土の歴史と文化が薫るまち・・・・・・・・・・・・・１１２ 

環境目標１４ 環境を守り，はぐくむ，知恵と行動の輪を広げる・・・・１１７ 
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第4章 施策の展開 

 本章では，前章で設定した「環境目標」を実現するため，この計画の推進主体である市民，事業者

及び市の具体的な取組を位置付けます。また，特に滞在者や研究者の協力が欠かせないものについて

は，それぞれの取組についても位置付けています。 

 さらに，環境目標あるいは主要施策ごとに，各主体の取組の背景，方向性や役割分担への理解を得

やすくするために，次のような事項を明らかにします。 

 

1 環境目標ごとの策定事項 

■環境の現状と課題 

 具体的な施策を導くための背景として，環境目標ごとに関連する本市の環境の現状と課題を示しま

す。 

 

■施策の体系 

 環境目標ごとの「環境の現状と課題」に基づき，その対応策となる主要な施策を体系化します。ま

た，主要施策の全体的な方針を点線枠内に示し，その主な取組の方向性を「○印の箇条書き」により

示します。 

 

■達成目標 

 環境目標を実現する上で，目指すべき達成基準や指標項目あるいは策定すべき計画等を示します。

環境目標の性格に応じて，定量的な数値基準や定性的な指標を設定します。また，達成目標の設定に

当たり，より詳細な検討が必要なものについては，今後策定される個別計画等において具体的な目標

を定め，本計画に順次取り入れます。 

 

2 主要施策ごとの策定事項 

■施策の方針 

 「施策の体系」により設定された主要施策ごとに，その全体的な施策の方針（再掲）と，取組主体

である，市民，事業者，市等の役割分担の方向性を示します。 

 

■各主体等が取り組むこと 

 施策の方針を受けて，各主体が担う役割を果たすための，取組項目（丸数字）とその具体的な取組

内容（●箇条書き）を示します。 
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環境目標 1 安心して飲める水 
 
■環境の 
現状と課題 

● 霞ヶ浦や川の水質の汚濁状況と「水質浄化の推進」の必要性 

・霞ヶ浦では，有機汚濁や富栄養化＊による水質汚濁の状況が続いており，窒素＊

やりん＊など，富栄養化＊の原因物質の削減に関する取組をより一層強化してい

く必要があります。 
・発生原因のうち，工場・事業所等からの排水は改善が進んでいますが，近年で

は，生活排水や農地・市街地等からの面源による負荷の比率が拡大しています。 

・公共下水道，農業集落排水施設及び高度処理型合併処理浄化槽＊の整備を引き続

き進めるほか，家庭での水質浄化対策や農業における施肥の適正化，水生生物

による自然の浄化能力の向上などについて，市民，事業者，行政が協力してき

め細かな取組を総合的に進めていく必要があります。 
 
■施策の体系 
 
 

 

 

 

 

 

○水質調査を継続的に実施し，流域ごとの水質や負荷の状況を把握し，監視します。 
○国や県の水質浄化計画のほか，市による流域別の生活排水対策推進計画＊を策定

して効果的な行動を促していきます。 
○窒素＊，りん＊の除去可能な公共下水道や農業集落排水施設などの整備推進，高

度処理型合併処理浄化槽＊の普及，その他家庭や事務所での排水対策を更に進め

ます。 
○近隣市町村と協調して広域的水質浄化対策を進めます。 

■達成目標 

 

 

 

 

・計画期間中の河川における環境基準＊の全項目達成を目指します。 
・家庭や事業所における排水対策，農業における施肥の適正化等を推進し，窒素
＊，りん＊の着実な削減を図ります。 

・県の第５期の霞ヶ浦湖沼水質保全計画＊等に基づいて，生活排水対策推進計画＊

を見直し，流域特性等を踏まえた新たな目標の設定や計画の策定を図り，高度

処理型合併処理浄化槽＊整備のための条例化等を始めとする各種施策を検討し

ます。 

●河川に係る環境基準＊の達成 
●窒素，りん＊の削減 
●「生活排水対策推進計画＊」の見直しによる流域別目標の設定や行動計画の
策定 

環境目標１　安心して飲める水

霞ヶ浦や流入河川の状況により，市民，民間団体*，事業
者，市等が協力し，連携して，きめ細かな施策の展開を

図り，窒素
*
やりん

*
などの汚濁物質の削減による水質の浄

化を促進します。

主要施策１－１　水質浄化の推進
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主要施策1-1 水質浄化の推進 

 
■施策の方針 

 
 

 

 

●市民は，市や民間団体＊と連携し，水質調査や生活排水対策推進計画＊等の策定
に参加や協力をするとともに，家庭における水質浄化や下水処理施設の適正化

に努めます。 

●事業者は，水質調査等に協力するとともに，事業活動に伴う水質の監視や環境
負荷の低減化を徹底します。特に農業においては，過剰施肥を防止するなど施

肥の適正化および家畜排せつ物の適正処理による環境負荷の低減に努めます。 

●市は，市民参加等による詳細な水質の状況把握や新たな生活排水対策推進計画＊

等を策定し，流域ごとにきめ細かな水質浄化施策の展開を図ります。また，下

水処理施設の整備や普及，家庭や事業者の排水に対する監視や指導を強化する

ほか，県や流域市町村と連携し，広域的な水質浄化対策の展開を図ります。 

■市民が 
取り組むこと 

①調査・保全事業等への参加・協力 

●市や民間団体＊が実施する流域の負荷状況や水質等の調査に参加や協力をする

とともに，生活排水対策推進計画＊等の策定に参加し，意見や提言を反映します。 

●市や民間団体＊が企画する水質浄化活動に参加や協力をします。 
●路面排水対策として，市等の実施する歩道や側溝等の清掃に積極的に参加や協
力をします。 

②家庭における水質浄化対策の実践 

●調理くずを適正に処理し，合成洗剤等の利用を控え，生分解性＊の石けんを使う
など，水質に配慮し，上手に水を使います。 

●食用油は使い切るか，共同回収に協力します。 
●ディスポーザ＊の設置に際しては，単体では設置せず，水質保全のためのディス
ポーザ＊型排水処理システムを併設し，公共下水道，農業集落排水施設あるい

は高度処理型合併処理浄化槽＊に接続します。（ディスポーザ＊対応型高度処理

浄化槽でも可） 

③公共下水道等への積極的接続 

●公共下水道，農業集落排水施設の整備区域では，速やかに水洗化します。 
④高度処理型合併処理浄化槽＊の導入と適正な管理 

●下水道等の認可区域外では，高度処理型合併処理浄化槽＊を導入するとともに，
設置後の保守点検や清掃を徹底します。 

⑤民間団体＊活動の展開 

●市と連携し，市民参加による自然環境実態調査や水質調査等を企画し，運営し

霞ヶ浦や流入河川の状況により，市民，民間団体＊，事業者，市等が協力し，連

携して，きめ細かな施策の展開を図り，窒素＊やりん＊などの汚濁物質の削減に

よる水質の浄化を促進します。 
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ます。 

●地域における水質保全や浄化活動，意識啓発活動を企画し，展開します。 
●茨城県霞ケ浦環境科学センター＊を，水質浄化に関する取組の拠点として活用し
ます。 

■事業者が 
取り組むこと 

①調査・保全事業等への参加・協力 

●市民参加による水質調査や保全事業に対するボランティア参加等の人的支援や
基金等の経済的な支援を行います。 

②事業所における汚濁負荷の低減 

●水質管理の徹底と適正な水質浄化施設の整備や維持管理を図り，規制基準等を
遵守します。 

●水質保全に関する立入検査やデータ等の提供に協力します。 
③農業における汚濁負荷の低減 

●エコファーマー制度＊を活用するなどにより低農薬栽培や有機栽培＊への転換を
図り，農業による水質汚濁負荷の低減に努めます。 

●水田やハス田においてかけ流しの防止や畦畔の保全等により表面水の流出防止
に努めます。畑においては表土流出の防止作物（カバークロップ）の作付け等

による養分の流出抑制に努めます。 

●適正な家畜排せつ物たい肥化施設，負担軽減施設＊及びし尿処理施設の整備を図
るとともに，維持管理を徹底します。 

④漁業における汚濁負荷の低減 

●養殖の実施に際しては，給餌量等の適正化を図り，水質汚濁負荷の低減に努め
ます。 

 

■市が 
取り組むこと 

①流域別生活排水対策等の推進 

●市民や民間団体＊の参加により生活排水対策推進計画＊を見直し，河川ごとの特
性や課題に応じた流域別の計画を策定し，流域の住民や事業者と連携した，き

め細かな浄化対策を推進します。（環境保全課） 

●工場，農業者，漁業者など事業者への水質改善指導等を徹底します。（環境保全
課，下水道課，農林水産課，耕地課） 

②水質監視体制の強化 

●公共用水域＊及びゴルフ場排出水の定点モニタリング＊調査を継続的に実施し，
水質の状況を監視します。（環境保全課） 

③下水処理施設の整備・普及 

●窒素，りん＊の除去可能な公共下水道及び農業集落排水施設の整備を推進すると
ともに，整備済み区域における水洗化を指導し，普及の徹底を図ります。（下

水道課，耕地課） 
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●合流式下水道については，雨水滞水池及び流出抑制施設の整備により，公共用
水域＊の水質保全を図ります。（下水道課） 

●下水道管渠等の清掃，ポンプ場の改築修繕，マンホールの鉄ふた交換など，下
水道の永続的な機能を確保するための関連施設の維持管理を推進します。（下

水道課，耕地課） 

●下水道認可区域外では，高度処理型合併処理浄化槽＊の導入を促進するため，啓
発を進めるとともに，導入に際しての補助を継続します。また，浄化槽は高度

処理型合併処理浄化槽＊に限定するような規制についても，条例化等を含め，

検討します。（環境衛生課） 

④家庭排水対策の強化 

●家庭における水質浄化を促進するため，水を汚さない方法などを普及するとと
もに，下水道施設の見学会や広報による意識啓発等を推進します。（環境保全

課，下水道課，耕地課，指導課） 
●「家庭排水浄化推進協議会＊」による，霞ヶ浦の水質改善に向けた活動を推進し
ます。（環境保全課） 

●浄化槽等の適切な管理を徹底するため，指導を強化します。（環境衛生課） 
●使用済みの食用油の回収を行うほか，食用油の使い切り運動を促進します。（環
境保全課） 

●ディスポーザ＊の設置に際しては，水質保全のため，単体での設置を禁止すると
ともに，ディスポーザ＊排水処理システムとの併設により，公共下水道，農業

集落排水施設，あるいは高度処理型合併処理浄化槽＊へ接続するよう指導しま

す。（ディスポーザ＊対応型高度処理浄化槽でも可）（下水道課，耕地課，環境

衛生課，環境保全課） 

⑤事業者の排水対策の強化 

●条例等の対象工場や事業所への立入検査や改善指導を行い，規制基準の遵守を
徹底します。（環境保全課，下水道課，耕地課） 

●規制対象外の小規模事業所等に対する適正な排水処理施設の整備等を指導しま
す。（環境保全課，下水道課，耕地課） 

●畜産農家に対し，家畜排せつ物管理の実態調査や巡回指導を実施します。（農林
水産課，環境保全課） 

●農業における農薬や施肥の適正化を指導するとともに，環境保全型農業＊への転
換を促進します。（農林水産課） 

●農地からの表面水や肥料の流出抑制を指導します。（農林水産課） 
●養殖における給餌等の適正化を指導します。（農林水産課） 
●公共施設における水質浄化対策を徹底するとともに，調理設備等における排水
施設を改善します。（管財課，学務課，こども福祉課，生涯学習課，第一給食

センター，第二給食センター） 
⑥水質浄化事業の推進 

●市内２箇所にある生活排水路浄化施設（虫掛地内：バイオモジュール方式＊，沖
宿地内：四万十川方式＊）やホテイアオイ栽培など，従来の直接的な水質浄化
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を推進するとともに，近年の技術革新を活用した新たな浄化対策を検討しま

す。（環境保全課） 

●国・県と協力し，河川や湖沼における水生植生の復元や多自然型護岸＊整備等を
促進し，水辺の自然の浄化能力の向上を図ります。（環境保全課，土木課，耕

地課） 

⑦市街地対策の推進 
●国，県と協力し，道路・雨水排水路の清掃の強化を図るとともに，歩道や側溝等
については，地元住民の協力を得て清掃を実施するなど，市街地からの汚濁物

質の流出抑制に努めます。（道路管理課，下水道課，環境衛生課） 
⑧広域的浄化対策の推進 
●流域市町村で組織する霞ヶ浦問題協議会との連携を強化し，霞ヶ浦流域の一体的
な対策の促進に努めます。（環境保全課） 

●国の霞ヶ浦導水事業＊や霞ヶ浦水源地域整備事業＊については，市民への情報提

供体制を強化するとともに，事業の効果や影響に留意し，必要な対策について

は国に要望していきます。（環境保全課，企画調整課） 
⑨茨城県霞ケ浦環境科学センター＊を基盤とした水質浄化に関する連携の強化 
●茨城県霞ケ浦環境科学センター＊を基盤とし，県，事業者，研究者，市民等と連
携した水質浄化に関する取組を強化します。（環境保全課） 
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環境目標 2 深呼吸が心地よい，さわやかな空気 
 
 

■環境の 

現状と課題 

●大気汚染の状況と「地球の大気環境の配慮」「大気汚染対策」の必要性 
・一般環境大気測定局の環境基準＊は概ね達成されていますが，法令等や公害防

止（環境保全）協定＊等に基づき，市及び県による工場等の監視・規制を引き

続き行うとともに，家庭や農地等における焼却行為への対策も行っていく必要

があります。 

・主要幹線道路の沿道では浮遊粒子状物質＊量の環境基準＊未達成の地点が見られ

ます。自動車利用の抑制や低公害車＊の導入など，自動車交通等に起因すると

思われる都市型の大気汚染への対応が必要となってきています。 

・資源保護，地球温暖化対策の観点から，省エネルギーのより一層の推進や，新

エネルギー＊の導入について，総合的に対策を進めていく必要があります。 

 

 

 
■施策の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○地球環境の現状の把握に努めます。 
○省エネルギー化や新エネルギー＊利用の促進を図り，自動車の利用の抑制 
を進め，温室効果ガス＊の排出を減らします。 
○熱帯林など森林の保護につながる行動をします。 
○オゾン層＊の保護のため，特定フロン＊を適正に処分します。 
○酸性雨＊の原因となる汚染物質を出さないようにします。 

 
 
 
 
 
 

環境目標２
深呼吸が心地よい，さわやかな空気

温室効果ガス*の削減，フロン*の適正処理の徹底，酸性雨*

の監視体制の強化など，地球環境保全の観点から大気質の
保全を図ります。

主要施策２－１　地球の大気環境への配慮
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○大気質の調査や監視を継続して行います。 
○家庭や事業所での大気汚染対策を更に進めます。 
○自動車利用を控えたり，公共交通や自転車の利用を進めます。 
○低公害車＊の購入や環境への負荷の少ない自動車の乗り方を心掛けます。 

 
 

■達成目標 
●温室効果ガス＊の削減 
●大気に係る環境基準＊の達成 

 
・行政の事務や事業に関して発生する温室効果ガス＊を削減し，率先して地球温

暖化を防止するための計画を策定し，実行します。 

・計画期間中の大気に係る環境基準＊の全項目達成を目指します。 

良好な大気環境が維持されるよう，自動車の利用抑制や
低公害化などによる自動車排出ガス対策を進めるほか，
家庭や事業所における焼却行為や焼却設備の適正化によ

るばい煙
*
等の大気汚染物質の低減化を図ります。

主要施策２－２　大気汚染対策の推進
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主要施策2-1 地球の大気環境への配慮 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，地球の大気環境を保全するため，省エネルギー化や熱帯林の保護に配
慮して生活するとともに，フロン＊の適正処分に協力します。 

●事業者は，地球の大気環境を保全するため，省エネルギー化や熱帯林の保護，
酸性雨＊の防止等に配慮した事業活動を展開するとともに，フロン＊の回収や破

壊処理を適正に実施します。 

●市は，地球の大気環境を保全するため，地球温暖化防止に関する計画である環
境保全率先実行計画＊及び ISO＊14001 に基づき地球環境に配慮した率先的な
事務や事業を展開するほか，地球温暖化対策地域推進計画＊を策定し，市民や

事業者の取組の支援・指導をします。また，酸性雨＊については，モニタリン

グ＊体制を強化し，状況を監視します。 

 

■市民が 
取り組むこと 

①温室効果ガス＊の削減 

●省エネルギー化の推進や新エネルギー＊利用への転換を進めます。（詳細は P.７8 
「主要施策 7-1」参照） 

●自動車利用の抑制や低公害車＊等の購入，無駄な燃料消費をしない適正な運転に
努めます。（詳細は P.54「主要施策 2-2」参照） 

②熱帯林の保護 

●紙を無駄なく使うとともに，再生紙や間伐材＊など熱帯の木材を利用しない製品
を選択し，購入します。 

③オゾン層＊の保護 

●ノンフロン＊製品の購入を進めるとともに，フロン＊を使用した家電製品や自動
車等を適正に処分します。 

■事業者が 
取り組むこと 

①温室効果ガス＊の削減 

●省エネルギー化の推進や新エネルギー＊利用への転換を進めます。（詳細は P.79
「主要施策 7-1」参照） 

●自動車利用の抑制や低公害車＊等の購入，無駄な燃料消費をしない適正な運転に
努めます。（詳細は P.55「主要施策 2-2」参照） 

②熱帯林の保護 

●建設事業における国産材の利用を促進します。 
●紙を無駄なく使うとともに，再生紙や間伐材＊など熱帯の木材を利用しない製品
を選択し，購入します。 

●新型型枠材や間伐材＊等を活用した熱帯材の代替製品の開発や販売を進めます。 
③オゾン層＊の保護 

温室効果ガス＊の削減，フロン＊の適正処理の徹底，酸性雨＊の監視体制の強化

など，地球環境保全の観点から大気質の保全を図ります。 
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●フロン＊ガスに関する規制を遵守し，回収及び適切な処理を徹底します。 
●生産工程や製品のノンフロン＊化を推進するとともに，製品等に含まれるフロン
＊ガスの有無や適正な処分方法を表示します。 

④酸性雨＊の防止 

●新エネルギー＊などクリーンなエネルギーの利用や低公害車＊の導入，ばい煙＊

除去設備の整備など，事業活動に伴う酸性雨＊の原因物質を含むばい煙＊等の排

出を抑制します。 

■市が 
取り組むこと 

①温室効果ガス＊の削減 

●市役所環境保全率先実行計画＊及び ISO＊14001の認証を受けた土浦市環境マネ
ジメントシステム＊に基づき，省エネルギー化等の施策を率先的に実行します。

（詳細は P.79「主要施策 7-1」参照） 
●省エネルギー化の推進とバイオエタノールなどのバイオマス＊起源の新エネル

ギー＊利用への転換を進めるための総合的な施策を実施します。（詳細は P.80 
「主要施策 7-1」参照） 

●地球温暖化対策地域推進計画＊を検討し，市民，事業者，市の協働による省資源・
省エネルギー化，新エネルギー＊利用の仕組みづくりを推進します。（詳細は

P.79「主要施策 7-1」参照） 
●庁内において自動車の利用抑制や低公害車＊等への転換を進めるほか，市民や事
業者への普及を進めます。（詳細は P.56「主要施策 2-2」） 

②熱帯林の保護 

●公共事業等における国産型枠材の使用や木製型枠の再利用，鋼製型枠の利用な
どを促進するとともに，民間事業者への国産型枠材の利用や木製型枠の再利

用，鋼製型枠の利用を奨励します。（環境保全課，土木課，耕地課，工務課，

公園街路課，道路管理課，住宅営繕課，下水道課） 
●間伐材＊製品や再生紙等の利用を促進し，熱帯林製品の利用を抑制します。（総
務課，教育総務課，会計課） 

③オゾン層＊の保護 

●庁舎や公共施設の設備等におけるノンフロン＊化や，フロン＊の適正処理を率先
的に推進します。（環境保全課，住宅営繕課，学務課，管財課，消防本部総務

課，業務課，生涯学習課，教育総務課） 
●ノンフロン＊機器や製品等についての情報を提供し，家庭や事業所におけるノン
フロン＊化を促進します。（環境保全課） 

●家電製品等に使用されているフロン＊の処理方法についての知識の普及や意識

啓発を行い，家庭内フロン＊の適正処理を促進します。（環境衛生課） 

●事業者による特定フロン＊の適正処理について指導を強化します。（環境衛生課） 
④酸性雨＊の防止 

●工場や事業所等のばい煙＊発生施設に対する指導を行い，規制遵守を徹底しま

す。（環境保全課） 

●定期的な酸性雨＊モニタリング＊調査を実施し，発生状況を把握します。（環境保全課） 
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主要施策2-2 大気汚染対策の推進 

 
■施策の方針 
 
 
 

●
市民は，自動車利用の抑制や低公害車＊などの環境に配慮した自動車の購入，

使用を進めます。また，ダイオキシン類＊の発生や近隣の迷惑となるようなご

みの野外焼却は行いません。 

●事業者は，事業活動に伴うばい煙＊の発生や焼却行為について規制や基準を遵守
し，低減に努めるとともに，自動車利用の抑制や低公害車＊などの環境に配慮

した自動車の購入や使用を進めます。 

●市は，大気質のモニタリング＊調査体制を強化するとともに，事業所から発生す
るばい煙＊や焼却行為に対する検査，指導や家庭での野外焼却に対する指導を

徹底します。また，市民，事業者の自動車の利用抑制や低公害車＊の利用等の

取組を支援するほか，自らの事業に伴う自動車による環境負荷の低減を推進し

ます。 

■市民が 
取り組むこと 

①自動車利用の抑制 

●できるだけ歩いたり，公共交通，自転車等を活用し，自家用車の利用を減らし
ます。 

②環境への負荷の少ない自動車の購入 

●自動車の購入時には，低公害車＊，低排出ガス認定車＊や低燃費車＊などの有害ガ
ス等の排出量が少ない自動車を選択します。 

③自動車の適正な使用 

●急発進や不要なアイドリング＊をしないなど，エコドライブ＊を心掛けます。 
●無駄な燃料消費や有害化学物質＊の排出を抑えるため，こまめに点検や整備をし
ます。 

④暮らしにおける大気汚染への配慮 

●家庭でも有害化学物質＊が発生するおそれのあることからごみ等の野外焼却を

行いません。 

■事業者が 
取り組むこと 

①大気に係る規制・基準の遵守 

●法令等に基づき，ばい煙＊発生施設や粉じん発生施設等の適正化，維持管理を徹
底するとともに，ばい煙＊の排出状況を監視し，一層の低減化に努めます。 

●市と公害防止（環境保全）協定＊を結び，積極的な環境保全に努めます。 
●ボイラー等の燃料については低硫黄燃料の使用に努めます。 

 良好な大気環境が維持されるよう，自動車の利用抑制や低公害化などによる自

動車排出ガス対策を進めるほか，家庭におけるごみの野外焼却や焼却設備の適正

化や，事業所におけるばい煙＊発生施設の適正な管理により，ばい煙＊等の大気汚

染物質の低減化を図ります。 
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●ごみの野外焼却や小型焼却炉の使用をやめるとともに，基準に適合する焼却施
設の維持管理を徹底します。 

●農作業の一環で行う農作物の焼却についても，周辺住民等に事前に知らせるな
どの配慮をします。 

●市で実施する法令等に基づく立入検査に協力するとともに，自主的な調査デー
タ等を積極的に公開します。 

②自動車利用の抑制 

●通勤には，公共交通の利用や自動車の相乗りなどをして，自家用車の利用を減
らします。 

●共同輸送をしたり，空荷発生の回避などを図って，効率的な輸送をします。 
③環境への負荷の少ない自動車の購入 

●自動車の購入時には，低公害車＊，低排出ガス認定車＊や低燃費車＊などの有害ガ
ス等の排出量が少ない自動車への転換を進めます。 

④自動車の適正な使用 

●急発進や不要なアイドリング＊などをしない，エコドライブ＊を心掛けます。 
●無駄な燃料消費や有害化学物質＊の排出を抑えるため，定期的な点検や整備をし
ます。 

●不純物等のない適正な燃料を使用します。 
 

■市が 
取り組むこと 

①大気質監視体制の強化 

●幹線道路における排気ガス等のモニタリング＊調査やダイオキシン類＊のモニタ
リング＊調査を継続的に実施し，大気質の状況を監視します。（環境保全課） 

●光化学スモッグの監視を行い，情報の提供をします。（環境保全課） 
②家庭における大気汚染対策の促進 

●家庭ごみの不適正な野外焼却の禁止について，周知を徹底します。（環境衛生課） 
③事業所における大気汚染対策の促進 

●法令等に基づき，工場や事業所の使用燃料の適正化，自己検査や報告等を指導
するとともに，定期的な立入検査や改善指導等を行い，規制基準の遵守を促し

ます。（環境保全課） 
●企業と公害防止（環境保全）協定＊を結び，ばい煙＊発生施設の上乗せ規制，使
用燃料の低硫黄化，燃料転換，自己検査の報告義務化などを定め，これに基づ

く指導やパトロールを行います。（環境保全課） 
●公共施設における，ばい煙＊発生施設の維持管理を徹底するとともに，定期的な
検査等を行い，規制基準を遵守します。（環境衛生課，学務課，第一給食セン

ター，第二給食センター） 
●公共施設のボイラー等の燃料については低硫黄燃料の使用に努めます。（環境衛
生課，学務課，第一給食センター，第二給食センター，下水道課，工務課） 
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④自動車利用の抑制化 

●庁内におけるノーマイカーデーの実施，相乗り通勤，自動車の効率的運行や自
転車利用の促進など，市による率先的な自動車の利用抑制策を推進します。（環

境保全課） 

●広報等により，市民や事業者への自動車利用抑制の意識の啓発や普及に努めま
す。（環境保全課） 

●共同輸送等の先進的な取組について，情報の提供など支援に努めます。（環境保
全課，商工観光課） 

⑤環境への負荷の少ない自動車の普及 

●市の所有する公用車は，順次，低公害車＊や低排出ガス車＊等へと転換します。
（環境保全課，管財課，消防本部総務課，業務課） 

●市民，事業者による低公害車＊や低排出ガス車＊等の利用への転換が進むよう，
情報を提供します。（環境保全課） 

⑥自転車利用の促進 

●放置自転車等の再使用を図ります。（生活安全課） 
●駐輪場の整備などにより，市民等が自転車を利用しやすい環境を整備します。
（生活安全課） 

●電動アシスト付自転車を含め，自転車レンタル等の新たな自転車利用普及策を
検討します。（商工観光課） 

⑦自動車の適正な使用の普及 

●広報等により，市民，事業者によるエコドライブ＊，適切な整備や点検等の意識
啓発と習慣化を促進します。（環境保全課，生活安全課） 

⑧自動車に頼らない交通基盤の整備 

●公共交通の利便性の向上に努めます。（詳細は P.108「主要施策 12-1」参照） 
●歩行者や自転車が利用しやすいみちづくりを推進します。（詳細は P.110「主要
施策 12-2」参照） 
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環境目標 3 水の循環を支える，汚染のない健全な土 

 
■環境の 
現状と課題 

●土壌環境の状況と「土壌環境の保全」の必要性 
・調査地全地点で，環境基準＊を満たしています。 
・地下水については，昭和 47年頃に地下水位がやや低下傾向にありましたが，

近年は工業団地における揚水量規制等の削減措置によって安定しており，顕著

な変動は見られていません。 
・家庭や事業所からの有害化学物質＊の排出や，農業における施肥や農薬による影

響が懸念され，これらに対する適切な指導・対策が必要となっています。 

・近年，地下水位は安定した状態にありますが，今後も引き続き，地下水の保全

と管理を適切に行う必要があります。 

・農地・樹林地の保全や雨水浸透施設の設置等により積極的な地下水涵養を図っ

ていく必要があります。 

・新治地区においては，地下水の硝酸性窒素濃度の高い地域があり，国，県と協

力して対策を進めていく必要があります。 
■施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

○土壌，地下水等の調査や監視を継続的に行います。 
○家庭や事業所で，有害化学物質＊を含む製品等の適正な使用や管理を行います。 
○農薬や肥料の適正量による使用を進めるなど，環境保全型農業＊への転換を図り

ます。 
○地下水涵養に配慮し，緑地の保全，舗装や排水施設の透水化を進めます。 
○放流先のない地域で，生活排水を処理し，地下浸透する場合は，高度処理型合

併処理浄化槽＊等により，窒素＊の濃度を下げ，地下水の涵養に配慮します。 
○「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例＊」の適正運用

に努め，汚染の未然防止を図ります。 

■達成目標 

 
 
・計画期間中の土壌における環境基準＊全項目の達成維持を目指します。 
 

●土壌に係る環境基準＊の達成 
●地下水の保全 

環境目標３
水の循環を支える，汚染のない健全な土

良好な土壌環境が維持されるよう，家庭や事業所からの

有害化学物質*の拡散防止を徹底し，農業における施肥や
農薬を低減します。また，自然の水の循環機能を保全し
て，地下水の健全性を守ります。

主要施策３－１　土壌環境の保全
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主要施策3-1 土壌環境の保全 

 
■施策の方針 
 
 
 
 

●市民は，家庭からの有害化学物質＊の拡散を防止するほか，環境保全型農業＊等
の振興に協力するとともに，自宅における雨水の地下浸透を推進します。 

●事業者は，ばい煙＊の発生や排水等に起因する有害化学物質＊の拡散を防止する
ほか，開発等に際しての雨水の地下浸透を推進し，農業者においては，循環型

農業＊や環境保全型農業＊への転換に取り組みます。 

●市は，土壌，地下水等のモニタリング＊調査体制を強化するとともに，家庭や事
業所からの有害化学物質＊の拡散防止に関する監視や指導を徹底するほか，農

業者の循環型農業＊や環境保全型農業＊への転換を支援します。また，地下水環

境に配慮し，揚水規制を継続するとともに，農地や樹林地等の保全，公共事業

における雨水浸透施設の整備，農地への施肥の低減・家畜排せつ物の適正処理

及び生活排水対策等を推進します。 

■市民が 
取り組むこと 

①有害化学物質＊を含む製品等の適正な管理・使用 

●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等使用に関するポジティブ

リスト＊の徹底などの法令遵守，生産履歴記帳＊の適正な使用とともに，安全な

管理を徹底します。 

②環境に配慮した農業への協力 

●低農薬栽培や有機栽培＊による地場の産品を積極的に購入します。 
●農家等と連携した生ごみたい肥化事業等に参加や協力をします。 
③地下水涵養への配慮 

●雨水の地下浸透に配慮し，浸透性雨水ますなどの設置を進めます。 
●放流先のない地域で生活排水を処理し，地下浸透する場合は，高度処理型合併
処理浄化槽＊の設置等を進めます。 

④土地の埋立て等における配慮 

●土地の埋立て等に際しては，法令等を遵守します。 
■事業者が 
取り組むこと 

①水質・大気汚染対策の強化 

●水質や大気に係る規制基準を遵守します。（詳細は P.47「主要施策 1-1」及び P.54
「主要施策 2-2」参照） 

②廃棄物等の適正処理 
●産業廃棄物＊は適正に処理します。 

良好な土壌環境が維持されるよう，家庭や事業所からの有害化学物質＊の拡散防

止を徹底し，農業における施肥や農薬を低減します。また，自然の水の循環機能

を保全して，地下水の健全性を守ります。 
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●土地の埋立て等に際しては，法令等を遵守します。 
③有害化学物質＊等の適正な管理・使用 

●PRTR＊法に基づき工場や事業所等における有害となる化学物質の適正な保管，
使用，輸送及び廃棄を徹底します。 

●有害化学物質＊を発生するごみの野外焼却や小型焼却炉の使用をやめるととも

に，基準に適合する焼却施設の維持管理を徹底します。 

④環境に配慮した農業への転換 

●エコファーマー制度＊を活用するなどにより低農薬栽培や有機栽培＊への転換，
施肥の適量化や流出の防止等を推進します。 

●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等の使用に関するポジティ

ブリスト＊の徹底などの法令遵守，生産履歴記帳＊の適正な使用とともに，安全

な管理を徹底します。 

●市や関係団体と連携し，地域内の食品クズの利用や，窒素，りん＊を吸収する作
物の栽培による過剰施肥土壌の改良，飼料作物の栽培と地元での利用など，地

域で発生する有機物を利用し，還元する循環型農業＊の開発や展開に取り組み

ます。 

⑤地下水涵養への配慮 

●開発や建築等に際しては，舗装，排水施設，調整池等の雨水の浸透化を図りま
す。 

●放流先のない地域で生活排水を処理し，地下浸透する場合は，高度処理型合併
処理浄化槽＊の設置等を図ります。 

■市が 
取り組むこと 

①モニタリング＊調査体制の強化 

●河川底質，水田土壌，地下水等のモニタリング＊調査を継続的に実施し，土壌や
地下水の汚染状況を監視します。（環境保全課） 

②監視・指導等体制の充実 

●大気や水質に係る条例等の対象事業所への立入検査や改善指導を実施し，規制
基準の遵守を徹底します。（環境保全課） 

●家庭におけるごみの野外焼却の禁止，農薬や除草剤等の適正な使用や管理につ
いて，法令遵守を周知徹底します。（環境保全課，環境衛生課，農林水産課） 

●「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例＊」の適正運用を図
ります。（環境保全課） 

●産業廃棄物＊不法投棄の監視に努めます。（環境衛生課） 

③有害化学物質＊を含む製品等の適正な管理・使用 

●公共施設で扱う除草剤や害虫駆除剤等は，安全性に配慮した製品を選択し，適
正な使用方法を遵守するとともに，安全な管理を徹底します。（管財課，環境

衛生課，公園街路課，スポーツ振興課，学務課） 

④環境に配慮した農業への支援 

●低農薬栽培や有機栽培＊についての情報提供，技術研修や経済的な支援等を行
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い，転換を促します。（農林水産課） 
●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等の使用に関するポジティ

ブリスト＊の徹底などの法令遵守，生産履歴記帳＊の適正な使用とともに，安全

な管理等に関する情報提供等の支援を行います。（農林水産課） 

●家畜排せつ物や食品クズのたい肥化や飼料化，窒素，りん＊を吸収する作物の商
品化や飼料作物の栽培とその作物の地元利用など，地域で発生する有機物を利

用し，還元する循環型農業＊の技術やシステムを研究します。（農林水産課） 

⑤地下水涵養への配慮 

●地下水涵養の観点から農地や樹林地などの計画的な保全を図ります。（農林水産
課，公園街路課） 

●公共事業，公共施設の建設や民間の開発に際し，調整池，雨水排水施設，舗装
や側溝などの雨水の浸透化を促進します。（土木課，住宅営繕課，学務課，下

水道課，公園街路課，道路管理課，建築指導課） 
●地下水涵養，地盤沈下対策の観点から，工業団地等における揚水規制を適正に
継続運用します。（環境保全課） 

●放流先のない地域で生活排水を処理し，地下浸透する場合は，高度処理型合併
処理浄化槽＊の設置等を指導します。（環境衛生課）  

●新治地区における，環境省による「硝酸性窒素総合対策モデル事業＊」をふまえ
て，主な原因である農地への過剰施肥・家畜排せつ物及び生活排水対策を国・

県と協力して進めるとともに，地域住民への啓発活動を行います。（環境保全

課，農林水産課）  
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環境目標 4 ヨシがそよぎ，生き物が豊富な水辺 

 
■環境の 
現状と課題 

●水辺の自然の状況と「水辺の生態系の保護」「水辺の保全・修復」の必要性 
・土浦市は多様な水辺に恵まれ，水郷として特徴のある景観を有しています。

しかし，現在では，水質の悪化やコンクリート護岸の整備，砂浜，アシ原の

減少等により，豊かであった水辺の自然が徐々に失われてきています。 

・貴重な水生生物や昆虫等が確認される一方で，メダカやホタルなど，里の水

辺で普通に見られていた動物類が減少しています。 

・魚類については，外来種が増え，既存の種が減少するなど，従来の生態系へ

の影響が懸念されており，市民や釣り客の生態系に配慮したマナーの向上や

監視等により，在来の生態系を保全していく必要があります。 
・水辺の植生の修復や生態系に配慮した護岸の整備等により，水質の浄化や水

辺の多自然化を促進し，水産資源の生息環境を維持するためにも，水辺の自

然を守っていくことが必要です。 
■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 

○水辺の生態系を把握し，関心を高めるため，自然環境実態調査や観察会等を行
います。 

○水辺の生態系の保全や管理活動を展開するとともに，保護区の指定や保全や管
理等の対策を検討します。 

○観賞魚等の適正な飼育のマナーや適正な釣りのマナーを普及します。 
○外来魚の捕獲や放流に対する監視など，外来魚対策を進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

○自然環境実態調査を基に，多自然型の水辺づくりなど水辺の保全や修復活動等
を展開します。 

■達成目標 
 

・市民参加による自然環境実態調査を実施し，水辺の自然情報を蓄積します。 

●水辺の自然情報図の作成 

環境目標４
ヨシがそよぎ，生き物が豊富な水辺

関係機関等と連携して，霞ヶ浦などに見られる地域の多様
な生態系や貴重な生物種の保護に努めます。

主要施策４－１水辺の生態系の保護

水辺の植生の修復や生態系に配慮した護岸の整備などによ
る水辺づくりなどを進め，生き物の生息環境の保全と修復
を図ります。

主要施策４－２　水辺の自然の保全・修復
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主要施策4-1 水辺の生態系の保護 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，市や民間団体＊と連携し，水辺の自然環境実態調査や生態系保護活動，
清掃活動等を展開し，また，家庭では観賞魚等を適正に飼育し，管理します。 

●事業者は，市民や民間団体＊が行う水辺の生態系保護活動等への支援を行いま

す。また，関係事業者ごとに有害な外来魚の駆除や滞在者に対するレジャー上

のマナー等を普及します。 

●滞在者は，生態系に配慮したレジャー上のマナーを遵守するほか，生態系保護
活動又は募金等による支援に参加や協力をします。 

●市は，市民や民間団体＊と連携し，水辺の自然環境実態調査や生態系保護活動，
清掃活動等を展開するほか，生態系に配慮したマナーや行為を啓発し，不正行

為などを監視します。 

 

■市民が 
取り組むこと 

①自然環境実態調査等への参加・協力 

●自然環境実態調査や観察会等への参加を通じ，水辺の自然への知識を高めます。 
●貴重種等に関する情報を市や民間団体＊に提供し，共有します。 
●市民参加型の生態系保護活動や清掃活動，監視活動等に参加や協力をします。 
②ペット等の適切な飼育 

●観賞用魚類の放流等はしません。 
③民間団体＊活動の展開 

●市と連携し，自然環境実態調査や生態系保護活動，清掃活動，監視活動等の企
画や運営をします。 

●市や学校と連携し，生態系への関心を喚起する自然観察会等の企画や運営をし
ます。 

 

■事業者が 
取り組むこと 

①自然環境実態調査等への参加・協力 

●自然環境実態調査や生態系保護活動等に対するボランティア活動等の人的な支
援や経済的な支援を行います。 

②生態系に影響のある外来魚対策への協力 

●漁業関係者による捕獲・駆除事業等を推進します。 
●釣り客から外来魚を回収する仕組み等を検討します。 
③市民・滞在者への意識啓発 

●ペットショップ，釣り具店，宿泊施設等において外来魚や観賞魚等の放流の違

 関係機関等と連携して，霞ヶ浦などに見られる地域の多様な生態系や貴重な生

物種の保護に努めます。 
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法性や適切な釣り具の使用等，生態系に影響を与えない行為等の周知や啓発を

します。 

 

■滞在者が 
取り組むこと 

①レジャーに際しての生態系への配慮 

●違法な外来魚の放流や釣り糸や釣り針の投棄をせず，生態系に配慮したレジャ
ー上のマナーを守ります。 

②生態系保全への協力 

●生態系保護に対する募金等の経済的な支援を図ります。 
 

■市が 
取り組むこと 

①自然環境実態調査の実施 

●新治地区における市民参加型の自然環境実態調査を実施し，市内全域について，
霞ヶ浦や流入河川の流域ごとの水質や植生，生き物等の自然の状況を地図やデ

ータとして蓄積します。（環境保全課） 

②貴重種生息環境や優れた生態系の保護・保全 

●自然環境実態調査等の結果を生かし，関係機関や地域住民等と連携して，保護
区の指定や生息環境の維持や整備等について検討します。（農林水産課，環境

保全課） 

③自然観察会の実施 

●民間団体＊と連携し，生態系への関心を高める観察会等の開催や民間団体＊独自
による観察会等の開催の支援をします。（環境保全課，生涯学習課） 

④生態系に影響のある外来魚への対策 

●外来魚の持ち込み放流を禁止するための広報等を行います。（農林水産課） 
●国，県や関係機関等と協議して悪質な放流の予防対策について，条例による規
制を含め，検討します。（農林水産課） 

●漁業関係等と連携して外来魚の捕獲事業を行います。（農林水産課） 
⑤ごみ不法投棄対策 

●岸辺，川底，湖底等の清掃活動やさわやか環境推進員＊制度の活用などによる不
法投棄監視の強化を検討します。（環境衛生課） 

⑥釣り具の規制 

●生分解性＊の釣り具や魚毒性のない釣り具使用の啓発を行うとともに，統一的な
誘導策又は規制策などについて関係機関等と協議します。（商工観光課） 

⑦生態系保全財源等の検討 

●滞在者の協力を含めた新たな環境保全財源等の仕組みを，関係機関と連携し，
検討します。（環境保全課） 
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主要施策4-2 水辺の自然の保全・修復 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，市や民間団体＊と連携し，水生植生等の保全・再生事業を展開し，河川，
ため池等の多自然型整備等に参加や協力をします。 

●事業者は，市民や民間団体＊が行う水辺の保全活動等への支援を行います。 
●市は，市民や民間団体＊と連携し，水生植生等の保全・再生事業，砂浜の復元，
河川，ため池等の多自然型整備等を展開します。 

 

■市民が 
取り組むこと 

①保全・再生事業への参加 

●自然環境実態調査，ヨシ植え，清掃活動，草刈りなど，水辺の保全・再生事業
に参加します。 

●河川やため池の改修等の計画に際しては，計画への意見や提言を示し，計画づ
くりに参加します。 

②民間団体＊活動の展開 

●市と連携して，自然環境実態調査，河川改修等の計画づくりに参加や協力をし
ます。 

●谷津田＊の保全など地域の水辺保全活動を率先的に企画し，運営します。 
●河川敷やため池などの公有地の委託管理事業に参加します。 
 

■事業者が 
取り組むこと 

①保全・再生事業への参加 

●水辺の保全活動に対するボランティア活動等の人的な支援や経済的な支援を行
います。 

●休耕田等の所有者は，学校での食育＊や体験教育，市民参加型保全活動等に農地
の貸与や提供をします。 

②砂利採掘等に伴う水辺環境への配慮 

●砂利の採掘等の事業に際し，環境保全に配慮します。 
 

■市が 
取り組むこと 

①水生植生の保全・再生 

●自然環境実態調査の結果を活用し，市民や民間団体＊と連携したヨシやマコモ，
藻など多様な水生植生の保全や再生活動を推進します。（環境保全課） 

●貴重な植生域については，外来種の駆除等を行い，植生の維持や保全を図りま

 水辺の植生の修復や生態系に配慮した護岸の整備などによる水辺づくりなど

を進め，生き物の生息環境の保全と修復を図ります。 
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す。（環境保全課） 

●市民や民間団体＊による保全活動を支援します。（環境保全課） 
②多自然型水辺づくり 

●河川やため池の改修等に際しては，多様な野生生物の生息環境に配慮し，自然
素材を利用した護岸整備，魚道の整備，瀬や淵の再生，遊水域の設置，河畔林

や湖畔林の植林など多自然化を図ります。（耕地課，土木課） 

●排水路や農業用水路等の多自然化を推進し，小川の再生を図ります。（下水道課） 
●河川やため池の改修等に際しては，できるだけ市民の意見を反映できるように
検討します。（耕地課，土木課，下水道課） 

③谷津田＊等里の水辺の保全 

（詳細は P.69「主要施策 5-1」参照） 
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環境目標 5 緑の連なり，木漏れ日のもりに息づく里の営み 

 
 
■環境の 
現状と課題 

●里の自然の状況と「里山＊の自然の保全と生態系の保護」「農地や集落の保全と

環境に配慮した農業の振興」の必要性 

・土浦市では，まとまりある緑地がため池や谷津田＊とともに良好な里山＊環境を

形成し，貴重な動植物の生息が確認されています。しかし，都市化の進展に伴

い，里山＊環境は徐々に改変され，動物類の分布域も減少しつつあります。 

・今後，里山＊の自然を守り再生するための対策を市民と市（行政）の協働で進め

るほか，里山＊の重要な要素である農地と集落を守るための仕組づくり，環境に

配慮した農業の振興なども進めていく必要があります。 

 

 

 
■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
○総合的な緑地の整備方針を定めます。 
○自然環境実態調査を実施し，平地林や谷津田＊の状況を把握して，保全地区の

指定など里山＊の自然の保全や管理等の対策を検討します。 
○平地林や谷津田＊の保全，管理活動や営農，営林の支援をします。 
 
 
 
 
 
 
 

環境目標５ 
緑の連なり，木漏れ日のもりに息づく里の営み 

汚 れ た 空 気 を 浄 化 し ， 水 の 循 環 を 保 ち ， 土 を つ く る な 
ど ， 地 域 の 生 態 系 の 基 盤 と な る 平 地 林 や 谷 津 田 * な ど の 里 
山 の 自 然 を 守 り ， 再 生 す る た め ， 各 種 の 自 然 保 護 対 策 や 
地 域 で 支 え て い く 仕 組 み の 確 立 を 図 る と と も に ， 郷 土 の 
豊 か な 自 然 と の 共 生 の 中 で 培 わ れ た 知 識 や 技 術 を 後 世 へ 
と伝えます。 

主要施策５－１ 筑波山麓，平地林や谷津田など， 
里山の自然の保全と生態系の保護 
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○農業の近代化や後継者の育成等により，農業の経営基盤を強くします。 
○地元産の農産物の利用を拡大し，地場の農業の振興を図ります。 
○低農薬栽培，有機栽培＊や循環型農業＊への転換を支援し，環境保全型農業＊

を普及します。 
○ハス田の活用や市民農園，クラインガルテン＊の整備，休耕農地の転作やビ

オトープ＊化などに取り組みます。 

■達成目標 
 
 
 

・市民参加による自然環境実態調査を実施し，里の自然情報を蓄積します。 

・市民参加による樹林地，谷津田＊等の保全・管理システムの確立に向けて取り

組み，計画年度中に保全域等の確立を図ります。 

・計画年度中に，緑の基本計画＊を策定し，骨格的な緑地の保全方針や緑地率等

の整備目標を定めます。 

●里の自然情報図の作成 
●市民による里山＊等の保全・管理体制の確立 
●「緑の基本計画＊」の策定による緑地率など具体的目標の設定 

都市近郊型農業など農業の振興を図り，良好な農地や集落

を保全するとともに，適正な施肥や有機農法
*
の普及を図

り，環境に配慮した農業への転換を促します。

主要施策５－２　農地や集落の保全と
環境に配慮した農業の振興
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主要施策5-1 筑波山麓，平地林や谷津田＊など，里山＊の自然の保全と生態系の保護 

 
■施策の方針 
 

 

 

 

●市民は，市や民間団体＊と連携し，自然環境実態調査を実施し，里の自然を把握
するとともに，緑地保全計画等の作成に参加や協力をし，里山＊の保全や管理

活動，営林や営農支援，不法投棄監視活動等を展開します。 

●事業者は，自ら平地林や谷津田＊など里山＊の維持及び管理に努めるとともに，
市民，民間団体＊や市等が行う里山＊の保全や管理活動，営林や営農支援等に参

加や協力をし，それらの活動に必要な専門的な知識や技術を提供します。 

●滞在者は，市民，民間団体＊や市等が行う，里山＊の自然の保全や管理活動等に
参加や協力をします。 

●市は，市民参加の下，自然環境実態調査を実施し，緑地保全計画等を立案する
とともに谷津田＊の保全方針を検討します。また，地権者や市民，民間団体＊，

事業者等と連携して，自然環境の保全や管理，営林や営農支援，不法投棄監視

活動等を展開し，地域で里山＊の自然を支えていく仕組みを検討します。 

 

■市民が 
取り組むこと 

①緑地保全計画等への参加・協力 

●「緑の基本計画＊」の策定する際には，市で実施するアンケートや懇談会等に積
極的に参加や協力をします。 

②保全・管理等への参加・協力 

●自然環境実態調査や観察会への参加，自主的調査活動等を通じ，平地林や谷津
田＊など里山＊の自然に関する情報の蓄積や知識を向上します。 

●市民参加型の里山＊の保全や管理，植林事業，営農や営林支援活動等に参加や協
力をします。 

③ごみ不法投棄対策 

●清掃活動や不法投棄監視活動等に参加や協力をします。 
④民間団体＊活動の展開 

●「緑の基本計画＊」の策定する際には，市で実施するアンケートや懇談会等に積
極的に参加や協力をします。 

●市と連携し，市民参加による自然環境実態調査，里山＊の保全や管理，営農や営
林支援，不法投棄監視活動等の企画や運営をします。 

●公有地や民有林等の委託管理事業等に参加します。 
⑤ペット等の適切な飼育 

●里山＊に，飼えなくなった外来生物等を放しません。 

 汚れた空気を浄化し，水の循環を保ち，土をつくるなど，地域の生態系の基

盤となる平地林や谷津田＊などの里山＊の自然を守り，再生するため，各種の自

然保護対策や地域で支えていく仕組みの確立を図るとともに，郷土の豊かな自

然との共生の中で培われた知識や技術を後世へと伝えます。 
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■事業者が 
取り組むこと 

①保全・管理等への参加・協力 

●自然環境実態調査等に協力します。 
●市民参加による里山＊の保全や管理，植林事業，営農支援活動等に参加や協力を
するとともに，林地管理や営農技術等の知識を提供します。 

●耕作水田や営林地は，適切に維持管理します。 
②資源としての農業の推進 

●霞ヶ浦用水を利用した水稲・果樹園等を主体とした都市近郊型農業を進めます。 
③生態系に影響のある外来生物対策への協力 

●生態系の保護のため，外来生物の対策に協力します。 
■滞在者が 
取り組むこと 

①保全・管理等への参加・協力 

●市民参加型の保全や管理活動，植林事業，営農支援活動等に参加や協力をします。 
■市が 
取り組むこと 

①計画的な緑地保全方針の策定 

●「緑の基本計画＊」を策定し，地域の骨格的な緑地の保全及び創造等に関する方
針を定めます。（公園街路課） 

●計画策定に際しては，生態系に配慮した平地林，農地，水辺等の緑の連続性（緑
の回廊）や，宍塚大池等の拠点的な緑地の保全や活用等に留意します。（公園

街路課） 

●計画策定に際しては，市民や民間団体＊の参加や協力を募り，市民の意見や提言
を反映します。（公園街路課） 

●水と緑の保全と活用を図り調和のとれた景観の形成を，都市計画マスタープラ
ン＊等に基づき推進します。（都市計画課） 

②貴重種生息環境や優れた生態系の保護・保全 

●市民参加型の自然環境実態調査の企画や運営をし，地域ごとの植生，生き物の
生息状況など，平地林や谷津田＊の分布や自然環境等を把握し，地図やデータ

として蓄積します。（環境保全課） 

●自然環境実態調査等の結果を生かし，地権者や市民，民間団体＊との連携の下，
保全地区の指定や生態系維持のための環境整備や管理施策等について検討し

ます。（環境保全課，農林水産課） 

●民間団体＊と連携し，生態系への関心を高める観察会等の開催や民間団体＊独自に
よる観察会等の開催の支援をします。（環境保全課，上高津貝塚，生涯学習課） 

③多面的な里山＊保全施策の展開 

●保全上重要な平地林や谷津田＊などについては，状況に適応した積極的な保全施
策を検討します。（環境保全課，農林水産課） 

●地権者等と連携した民間団体＊，ボランティアや地域コミュニティ等により，伝
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統的な里山＊の管理技術等を継承し，平地林や谷津田＊を維持し，管理していく

仕組みを検討します。（環境保全課，農林水産課） 

●市民農園，クラインガルテン＊やグリーンツーリズム＊などレクリエーションや
体験型の環境教育や環境学習の場として平地林や谷津田＊を活用しながら，保

全する仕組みを検討します。（環境保全課，指導課） 

●協力地権者を募り，市民参加による植樹や植林募金による里山＊整備事業等を検
討します。（環境保全課） 

●市民参加型の里山＊保全活動の拠点の設置を検討します。（環境保全課） 
●平地林や谷津田＊の保全財源として，既存の緑化基金＊の活用等を検討します。
（公園街路課） 

④営農・営林の支援 

●営農や営林者への経済的な支援等を検討します。（農林水産課） 
●事業者団体や民間団体＊と連携し，林地管理や造林への支援，間伐材＊等の新た
な活用，水田オーナー制度＊の展開など，営農や営林を維持し，支援していく

仕組みを検討します。（農林水産課） 
●霞ヶ浦用水を利用した水稲・果樹園等を主体とした都市近郊型農業の展開を図
ります。（農林水産課，耕地課） 

⑤ごみ不法投棄等への対策 

●平地林や谷津田＊の清掃活動の展開や，さわやか環境推進員＊制度の活用などに
よる不法投棄監視の強化を検討します。（環境衛生課，環境保全課） 
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主要施策5-2 農地や集落の保全と環境に配慮した農業の振興 

 
■施策の方針 
 
 
 

●市民は，地場の農業の振興のため，地場の産品の消費を拡大するとともに，消
費者としてのニーズを農家へ示します。また，民間団体＊と連携して，地域と

農家との交流や山の下草刈り，水田の”みお＊”浚
さら

いなど協働事業等に取り組

みます。 

●事業者は，地元と密着した営農に取り組むとともに，環境保全型農業＊等への転
換や都市農村交流事業等を進め，地域や環境との調和の中で農業の振興を図り

ます。 

●市は，農業経営基盤の強化策を推進するとともに，地場の農業，環境保全型農
業＊，都市農村交流事業等への取組を支援し，また，休耕地の有効活用等を促

進します。 

 

■市民が 
取り組むこと 

①地場の農業の振興への協力 

●直売所の利用や契約栽培への参加等，地場の産品を積極的に購入します。 
●農家との交流イベント等に参加し，消費ニーズの提示，新しい調理法の紹介な
ど地場の産品の販路拡大に協力します。 

●山の下草刈り，水田の”みお＊”浚
さら

いなどの協働事業等に取り組みます。 

●市民農園，クラインガルテン＊やオーナー制度＊に参加します。 
②民間団体＊活動の展開 

●市や関係団体と連携し，市民と農家の交流イベント等の企画や運営に取り組み
ます。 

●市民農園，クラインガルテン＊の開設やオーナー制度＊等の企画や運営をし，地
場の産品の販路拡大や谷津田＊等の農地環境の保全を支援します。 

 

■事業者が 
取り組むこと 

①地場の農業の振興 

●消費者のニーズ等を踏まえ，安心できる作物等を提供します。 
●直売所等の充実等を通じ，地域住民への販路を拡大します。 
●食品関係事業者は，地場の産品を積極的に取り扱い，消費者に広く宣伝をしま
す。 

②環境保全型農業＊の推進 

●低農薬栽培や有機栽培＊の導入，環境負荷の少ない農業資材や機械の利用など，

 都市近郊型農業など農業の振興を図り，良好な農地や集落を保全するととも

に，適正な農薬散布，施肥や有機農法＊の普及を図り，環境に配慮した農業への

転換を促します。 
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環境保全に配慮した農業を実践します。 
●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等の使用に関するポジティ

ブリスト＊の徹底などの法令遵守，生産履歴記帳＊の適正な使用とともに，安全

な管理を徹底します。 

●生ごみのたい肥や地場産の飼料作物の利用など，地域内で生じた窒素＊やりん＊

などを活用した循環型農業＊の構築に取り組みます。 

●食品関係事業者は，環境保全型農産物を積極的に購入し，販路を拡大するなど，
環境保全型農業＊の普及を支援します。 

③都市・農村交流の推進 

●市民農園，クラインガルテン＊やグリーンツーリズム＊，エコツーリズム＊等，地
域の田園環境を生かした観光農業の展開や，ハス田や観光果樹園の活用によ

り，都市住民との交流を図ります。 

●オーナー制度＊等への参加を通じ，地域住民や都市住民との交流を促進します。 
 

■市が 
取り組むこと 

①農業経営基盤の強化 

●優良農地の集約化，良好な生産基盤の整備，経営及び流通の近代化，後継者対
策の強化，銘柄品の開発，被害救済費の援助など農業の経営基盤の強化策を促

進します。（農林水産課） 

●市街化区域内にある一定要件を充たす農地は，都市環境の保全や防災空間とし
て大きな役割を果たすことから，生産緑地地区＊の指定により貴重な緑として

の保全を図ります。（農林水産課，耕地課） 

②地場の農業の振興への支援 

●学校給食等への地場の産品の利用や直売所の紹介，オーナー制度＊の推進など，
地元での地場の産品の消費拡大を図ります。（第一給食センター，第二給食セ

ンター，農林水産課） 

●民間団体＊との連携により，市民（非農家）と農家の交流イベント等を企画し，
地場の農業への関心を高め，協力を促すとともに，地域ニーズに則した農業経

営等を促します。（農林水産課） 

③環境保全型農業＊の推進への支援 

●低農薬栽培や有機栽培＊等による環境への負荷の少ない農法についての情報提

供，技術研修や経済的な支援等を行い，転換を促します。（農林水産課） 
●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等の使用に関するポジティ

ブリスト＊の徹底などの法令遵守，生産履歴記帳＊の適正な使用とともに，安全

な管理に関する情報提供等の支援を行います。（農林水産課） 

●たい肥化センター設置の支援，環境保全の取組を紹介するなど，地域的な環境
保全型農業＊の促進を図ります。（農林水産課） 

●窒素，りん＊等を吸収する作物による富栄養分の回収，家畜用の飼料作物の栽培
と利用など，循環型農業＊の技術やシステムを研究します。（農林水産課） 
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④都市・農村交流の支援 

●ハス田を生かした観光拠点の整備や広報等による情報発信等，地域性を生かし
た観光農業の振興を支援します。（農林水産課） 

●体験農業や観光果樹園など，年間を通して楽しめる観光資源の活用を図り，都
市住民との交流を進めます。（農林水産課，商工観光課） 

●市民農園，クラインガルテン＊の開設を支援するとともに普及を促します。（農

林水産課） 

⑤休耕地対策 

●減反水田や休耕畑地の転作，市民農園化，観光農園化，ビオトープ＊化などの休
耕地対策を促進し，農村部の活性化を図ります。（環境保全課，農林水産課） 
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環境目標 6 遊び，学び，みんなで支える自然 

 
■環境の 
現状と課題 

●自然とのふれあいの場の状況と「多様な生き物をはぐくみ，地域の自然と触れ

合える場の整備」の必要性 

・筑波山麓や霞ヶ浦など土浦市の水や緑に代表される自然は，多様な生物の生息

の場であるとともに，人々に安らぎを与える保養空間としても重要な機能を担

っています。 

・市内の中には自然と歴史・文化を活かした観光レクリエーション施設等が整備

され，環境学習施設なども存在しています。 

・優れた自然環境を活かした環境保全活動等も取り組まれており，近年はホタル

の生育環境など小空間の復元に取り組む市民団体等の活動も見られます。 

・今後は，ビオトープ＊などの環境学習拠点の整備や管理の仕組づくりを進め，

このような活動をより多くの市民に広げていく必要があります。 

■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○既存施設や地域の自然を活用し，多様な環境学習拠点を整備します。 
○湖岸や河川，斜面林等の自然を保全，再生し，ビオトープ＊をネットワーク化

します。 
○地域の人材や団体等を活用し，環境教育や環境学習を活発に展開します。 

 
■達成目標 

 
 
・各中学校地区に１箇所のビオトープ＊を整備します。 

 

 

 

 

 

●ビオトープ＊ １箇所／地域の整備 

環境目標６
遊び，学び，みんなで支える自然

地域の自然を学び，ふれあう場として，自然環境を生かし

た公園やビオトープ*の整備を推進します。

主要施策６－１　多様な生き物をはぐくみ，
地域の自然とふれあえる場の整備
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主要施策6-1 多様な生き物をはぐくみ，地域の自然とふれあえる場の整備 

 

■施策の方針 
 
 

●市民は，市や民間団体＊と連携し，ビオトープ＊など環境学習拠点の整備や管理
に取り組むとともに，環境教育や環境学習等に参加や協力をします。 

●事業者は，市民や民間団体が行う環境学習拠点の整備，環境教育や環境学習等
を支援します。 

●市は，既存の施設や地域の自然環境を生かし，環境学習拠点やビオトープ＊ネッ
トワークを整備します。また，民間団体＊と連携し，環境教育や環境学習の機

会等の企画や運営をするほか，市民や民間団体＊による環境教育や環境学習を

支援します。 

■市民が 
取り組むこと 

①環境学習拠点等の整備・管理等への参加・協力 

●環境学習拠点やビオトープ＊等の整備や管理等に参加や協力をします。 
②環境教育・環境学習への参加・協力 

●自然観察会等の環境教育や環境学習の機会への参加や自主的な環境学習を通
じ，地域の自然への知識を深めます。 

●人材バンク制度＊等に参加や協力をし，専門的なノウハウ等を提供します。 
③民間団体＊活動の展開 

●学校や市と連携し，環境学習拠点やビオトープ＊等の整備や管理等に率先的に参
加します。 

●学校や市と連携し，市民参加型環境教育や環境学習等の機会の企画や運営をし
ます。 

●人材バンク制度＊等に参加や協力をし，専門的なノウハウ等を提供します。 
■事業者が 
取り組むこと 

①環境学習拠点等の整備・管理等への参加・協力 

●ビオトープ＊や環境学習拠点等として休耕田や事業所未利用地を提供するなど

して協力します。 

●ビオトープ＊等への廃材，リサイクル材等の提供に協力します。 
②環境教育・環境学習等への参加・協力 

●環境教育や環境学習等への人材や経済的な支援や協力を図ります。 
●人材バンク制度＊等に参加や協力をし，専門的なノウハウ等を提供します。 
 

 

 

 

 地域の自然を学び，ふれあう場として，自然環境を生かした公園やビオトー

プ＊の整備を推進します。 
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■市が 
取り組むこと 

①環境学習拠点の整備・活用 

●茨城県霞ケ浦環境科学センター＊の運営に参加し，地域の環境学習拠点としての
活用を図ります。（環境保全課） 

●宍塚大池周辺などの自然環境の保全や活用を図るため，自然保全活動，環境教
育や環境学習の拠点を整備します。（環境保全課） 

●霞ヶ浦総合公園ネイチャーセンターの機能を強化するほか，霞ヶ浦インフォメ
ーションセンターや土浦ビオパーク＊など国の環境学習施設の活用を図りま

す。（公園街路課，環境保全課） 

●桜川など河川の親水化や多自然化，霞ヶ浦総合公園内の親水空間等を整備し，
身近な環境学習の場として活用します。（公園街路課，土木課，環境保全課，

耕地課） 
●北部山麓一帯の自然公園地域の緑地保全を図ります。（商工観光課，公園街路課） 
②ビオトープ＊ネットワークの形成 

●地域住民等の参加により，鶴沼，旧桜川など地域の自然を生かしたビオトープ＊

等の整備を促進します。（環境保全課，耕地課） 

●霞ヶ浦沿岸や桜川などの河川の多自然化，連続する斜面林の保全など，地域の
骨格的な自然の保全や再生を図り，ビオトープ＊をネットワーク化するととも

に，それらを遊歩道，散歩道などとして市民に開放する方策を検討します。（環

境保全課） 
③地域の自然を生かした環境学習の推進 

●民間団体＊と連携し，水辺ふれあい事業など体験型の環境教育や環境学習の機会
を充実します。（環境保全課，指導課） 

●人材バンク＊の派遣体制の整備など，市民や民間団体＊の環境教育や環境学習に
対する支援を行います。（環境保全課，指導課） 

●こどもエコクラブ＊，総合的な学習の時間＊への支援等を通じ，学校での環境教
育を強化します。（環境保全課，指導課） 
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環境目標 7 資源を大事に使う，環境に思いやりのある暮らし 

 
■環境の 
現状と課題 

●エネルギー資源などの消費の状況と「省資源・省エネルギー・新エネルギー＊

利用の推進」の必要性 

・多くの市民が暮らし，産業活動が活発に行われている土浦市では，大量のエネ

ルギーを消費し，それに伴い二酸化炭素＊などの温室効果ガス＊を排出していま

す。 

・市においては，住宅用太陽光発電設置費補助事業や「土浦市役所環境保全率先

実行計画＊」を策定し，取組を進めていますが，市内の電気，ガス，水道の消費

量は，削減が進んでいない状況にあります。 

・資源保護，地球温暖化対策の観点から，省エネルギーのより一層の推進や，新

エネルギー＊の導入について，総合的に対策を進めていく必要があります。 

 
■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○エネルギーや水など資源の消費状況を把握し，暮らしや事業活動における省資

源化や省エネルギー化を着実に進めます。 
○エネルギーや水資源などの消費の少ない家電製品や設備等への転換を進めます。 
○エネルギーや水資源などの消費の少ない家屋や事業所あるいは新エネルギー＊

利用の家屋や事業所の建築を進めます。 
 

 

■達成目標 

 
エネルギー消費量の確実な削減のために新エネルギー＊・省エネルギー設備の

普及に努めます。 

●太陽光発電システムなどの新エネルギー＊及び省エネルギーの普及 

環境目標７　資源を大事に使う，
環境に思いやりのある暮らし

節電や石油等燃料の削減，節水などにより限りある資源
の効率的な利用を促進するほか，新エネルギー利用を普
及し，温室効果ガスの削減や資源枯渇対策を促進しま
す。

主要施策７－１　省資源・省エネルギー化，
新エネルギー利用の推進
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主要施策7-1 省資源・省エネルギー化，新エネルギー＊利用の推進 

 
■施策の方針 

 
 
 
 
●市民は，日常生活における節電や燃料の削減，節水を推進するとともに，家電
製品の購入や住宅の建設においても省エネルギー化や新エネルギー＊利用に配

慮します。 

●事業者は，事業活動における節電や燃料の削減，節水や新エネルギー＊の導入を
推進するとともに，省エネルギー化技術や省エネルギー型商品等を開発し，販

売，普及します。 

●市は，地球温暖化防止に関する計画である市役所環境保全率先実行計画＊及び

ISO＊14001 に基づき，率先して省資源化や省エネルギー化に取り組むととも
に，家庭や事業所における省資源化や省エネルギー化を促進するため，意識啓

発や情報提供等の支援を行います。また，新エネルギー＊利用等への転換を促

進するため，新エネルギー＊ビジョンを策定するとともに，地球温暖化対策地

域推進計画＊を策定し，総合的な支援施策を展開します。 
 

■市民が 
取り組むこと 

①省資源・省エネルギー化の推進 

●日常生活における節電や石油等燃料の削減，節水を心掛け，資源を有効に使い
ます。 

●環境家計簿＊を利用するなど，家庭でのエネルギー等の消費状況を把握し，無駄
のない資源やエネルギーの利用に努めます。 

●我が家の環境大臣事業＊へ登録するなど，家庭における省エネルギーの取組や環
境情報の取得に努めます。 

②省エネルギー製品の購入 

●家電製品などを購入するときは，省資源・省エネルギー型の製品の購入に努め
ます。 

③省エネルギー型住宅の建築 

●断熱効果の高い建材や太陽熱システムを活用し，エネルギー消費の少ない住宅
を建築します。 

④新エネルギー＊の導入 

●太陽光発電システムなどのクリーンな新エネルギー＊を住宅に導入します。 
⑤民間団体＊活動の展開 

●省エネルギー化に関する知識や技術の普及活動等を展開します。 
●民間団体＊施設への新エネルギー＊利用を進めます。 

 節電や石油等燃料の削減，節水などにより限りある資源の効率的な利用を促

進するほか，新エネルギー＊利用を普及し，温室効果ガス＊の削減や資源枯渇対

策を促進します。 
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■事業者が 
取り組むこと   ①省資源・省エネルギー化の推進 

●節電や石油等燃料の節減，節水に向けた目標値の設定や担当部署の設置など，
計画的な推進体制をつくり，事業活動に伴う省資源化や省エネルギー化を着実

に実行します。 
●バイオエタノールなどのバイオマス＊起源の新エネルギー＊の導入を検討しま

す。 

②新エネルギー＊システム等の導入 

●熱回収やクリーンな新エネルギー＊利用への転換など，環境にやさしいエネルギ
ー技術を積極的に取り入れます。 

③省資源・省エネルギー製品等の開発と販売 

●省エネルギー化技術の開発や省資源化や省エネルギー化に配慮した製品の開発
や販売に努めます。 

④省エネルギー情報の提供 

●製品のエネルギー効率に関する情報やエネルギー消費の少ない使い方など，省
エネルギー情報の提供に努めます。 

■市が 
取り組むこと 

①省資源・省エネルギー化施策の率先実行 

●市役所環境保全率先実行計画＊及び ISO＊14001認証を受けた土浦市環境マネ
ジメントシステム＊に基づき，引き続き庁内の省資源化や省エネルギー化に取

り組み，年度ごとの実績を公表します。（環境保全課） 

●未利用エネルギーやコージェネレーションシステム＊等の活用を進めます。（環
境保全課） 

●屋外照明や公共建築における太陽光発電，雨水利用等の導入，節水型設備の整
備など，公共施設に新エネルギー＊利用設備や省エネルギー設備等を率先して

導入します。（環境保全課，管財課，学務課，住宅営繕課，業務課，消防本部

総務課） 

②省資源・省エネルギー化推進のための意識啓発等 

●地球温暖化対策地域推進計画＊を策定し，市民，事業者，市の協働による省資源・
省エネルギー化，新エネルギー＊利用の仕組みづくりを推進します。（環境保全

課） 

●家庭や事業者向けに広報等を配布し，省資源化や省エネルギー意識の高揚を図
ります。（環境保全課，環境衛生課） 

●節電や節水に役立つ知識や器具等について情報を提供するほか，導入を促進す
るための補助制度等について検討します。（環境保全課） 

●環境家計簿＊の配布や環境家計簿＊事業を継続し，市民の日常生活での省資源化
や省エネルギー化を促進するとともに，取組の状況や効果を公表します。（環

境保全課） 
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●我が家の環境大臣事業＊への支援等を通じ，家庭における環境保全に関する取組
を強化します。（環境保全課） 

●学校における省資源や省エネルギーのための活動や教育を推進します。（指導
課，学務課，環境保全課，環境衛生課） 

③新エネルギー＊・環境共生住宅＊等の普及・促進 

●新エネルギー＊の普及と導入促進のための新たな総合的な施策に取り組むため，
「新エネルギー＊ビジョン」を策定します。（環境保全課） 

●バイオエタノールなどのバイオマス＊起源の新エネルギー＊導入を検討します。
（環境保全課） 

●住宅用太陽光発電設備の補助事業を継続するとともに，環境共生住宅＊等の普及
を促進するため，新たな補助事業を検討します。（環境保全課） 

●新エネルギー＊の導入に関する知識や疑問に応えるため，情報の提供に努めま

す。（環境保全課） 
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環境目標 8 ごみの少ない，ものを大切にする暮らし 

 
■環境の 
現状と課題 

●ごみ排出の現状と「ごみの発生抑制（リフューズ）・排出抑制（リデュース）・

再使用（リユース）・再生利用（リサイクル）の推進」「物の循環を支える社会

基盤の構築」の必要性 

・市全体のごみの状況を見ると，排出量は少しずつ減少傾向にありますが，リサ

イクル率は横ばい傾向にあり，今後も継続的に対策を進めていく必要がありま

す。 

・発生抑制・排出抑制，再使用，再生利用を基本とする「もの」を大切にする暮

らしを定着させ，ごみの少ない社会の実現をめざしていく必要があります。 

■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 

○循環型社会＊に対応した新たなごみ処理の体制を築きます。 
○地域や学校での実践を通じ，ごみ問題に対する意識を高めます。 
○ごみの出ない暮らしや事業活動を普及し，ごみの発生を抑制します。 

 

 

 

 

 

○グリーン購入＊を進め，リサイクル産業やリサイクル市場を活性化します。 
○フリーマーケットやインターネット利用により，地域リサイクル活動を活性

化します。 
○事業者の連携を促し，事業者間のごみの相互利用を広げます。 

■達成目標 

 
 
・ごみの発生抑制，排出抑制，再使用，再生利用を促進し，ごみ処理量を着実に

削減します。 

・市は，計画期間内においてごみ処理基本計画＊を策定し，新たなごみ回収・処

理体制の構築，削減目標の設定等を図ります。 

●ごみ処理量の着実な削減（前年比マイナス） 
●「ごみ処理基本計画＊」の策定による削減量など具体的目標の設定 

環境目標８
ごみの少ない，ものを大切にする暮らし

ごみの出ない暮らしや産業活動を広げるとともに，ごみを
循環し，再使用，再生利用する新たなごみ処理システムを
構築します。

主要施策８－１
ごみの発生抑制・排出抑制・再使用・再生利用の推進

環境に配慮した商品を広く普及するほか，ごみの再資源化
を取り持つ地域ネットワーク等を構築し，物の再使用，再
生利用の場を広げます。

主要施策８－２
もの循環を支える社会基盤の構築
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主要施策8-1 ごみの発生抑制・排出抑制・再使用・再生利用の推進 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，ごみの分別や適正処理を徹底するとともに，日常生活や消費生活の中
で，できるだけごみの出ない暮らしを実践し，ごみ排出量を削減します。 

●事業者は，事業活動に伴うごみの減量化施策を計画的かつ着実に実行するとと
もに，ごみの出にくい製品，できるだけ長く使用できる製品，再使用や再生利

用が可能な製品等の開発や販売に努めます。 

●市は，市民や事業者の取組を支援するとともに，更なるごみの発生抑制，排出
抑制，再使用，再生利用を推進するごみ回収・処理体制を構築し，また，庁舎

等におけるごみの減量の率先的な実践，学校における実践を通したごみに関す

る環境教育等を推進します。 

■市民が 
取り組むこと 

①分別収集等の徹底 

●市のごみ出しルールに基づいた，適正なごみの分別を遵守します。 
●紙類の分別の徹底や生ごみの水切り処置など，より適切なごみの出し方に努め
ます。 

●家電リサイクル法＊に定められた特定家電製品（計画見直し時点ではエアコン，
テレビ，冷蔵庫，洗濯機）については，販売店等に適切に引き渡します。 

●小売店などが実施している店頭での資源回収に積極的に協力します。 
●パソコンや自動車について，適正に回収業者に引き渡します。 
②ごみの減量化 

●買い物袋の持参や詰め替え商品の購入など，ごみの出にくい商品を購入します。 
●食品くずを減らす，たい肥化を図るなど，生ごみの減量を推進します。 
③物の長期使用 

●長持ちする商品やリサイクル品の購入，修理等により，物を長く使う工夫をし
ます。 

●不用品展示会に積極的に出向いたり，いらなくなったものを提供したりします。 
④民間団体＊活動の展開 

●ごみ分別の適正化やごみ減量化のための知識等の普及活動を展開します。 
●市と連携し，ごみの分別回収の細分化など，新たなごみ処理体制の研究や構築
に取り組みます。 

■事業者が 
取り組むこと 

①計画的な事業ごみの削減 

●ごみ減量化計画等を作成し，従業員への啓発指導の強化や目標値等に基づく計
画的なごみの発生抑制，排出抑制，再使用，再生利用等を推進します。 

 ごみの出ない暮らしや産業活動を広げるとともに，ごみを循環し，再使用，

再生利用するごみ処理システムを構築します。 
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●事業活動におけるごみの発生抑制，排出抑制，再使用，再生利用を徹底し，ゼ
ロ・エミッション＊化を目指します。 

●事業活動におけるごみの排出やリサイクルに際しては，法令等を遵守し，適正
な処理を行います。 

②ごみ発生を抑制する製品開発・販売方法等の推進 

●容器包装＊の簡素化や詰め替え製品，適量販売など，ごみの出にくい製品等の開
発や販売を進めます。 

●自社製品の回収，再使用，再生利用など，製品等が循環する仕組みづくりに努
めます。 

③長期使用できる製品等の開発・販売等 

●できるだけ長く使える製品等の開発や販売を進めます。 
●共通部品の利用やメンテナンス体制の整備など，物を直して使う体制を強化し
ます。 

 

■市が 
取り組むこと 

①減量・再資源化システム強化 

●「ごみ処理基本計画＊」に基づき，分別の細分化や排出者負担などの新たなごみ
処理施策やシステムを構築します（環境衛生課） 

②行政関連の率先的なごみ減量化等の推進 

●庁舎その他の市公共施設等において，分別収集などによるごみの発生抑制，排
出抑制，再使用，再生利用等に率先的に取り組み，成果を公表します。（環境

衛生課，環境保全課，管財課） 
●パソコンや自動車について適正に回収業者に引き渡します。（行革情報政策課，
管財課，業務課，消防本部総務課） 

●電気式生ごみ処理機＊などを導入し，庁舎内生ごみのたい肥化を進め，市公共施
設の植樹帯や花壇等に活用します。（環境衛生課，管財課，こども福祉課，第

一給食センター，第二給食センター，学務課，療育支援センター，つくしの家，

生涯学習課） 

●街路樹や公園等の樹木のせん定屑のチップ化，ペレット＊化や落ち葉をたい肥化
するシステムについて，事業を推進するとともに，民間施設の活用も含め，さ

らなる拡大に向けて検討します。（道路管理課，公園街路課，管財課，学務課） 

●公共事業における建築廃材の分別化やリサイクル化を推進します。（住宅営繕
課，学務課，公園街路課，土木課，耕地課，開発課，道路管理課，下水道課，

工務課） 

●農業排水施設から生じる汚泥の肥料化を推進します。（耕地課） 
③学校等における教育の充実 

●学校等における分別収集などによるごみの発生抑制，排出抑制，再使用，再生
利用等の推進を通じ，児童，生徒のごみ問題への関心や意識高揚を図ります。

（指導課，こども福祉課，環境衛生課） 
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④家庭系ごみの減量化等への支援 

●分別品目の分類や回収方法，家電製品の処理方法など，ごみ出しのルールにつ
いて周知徹底します。（環境衛生課，消費生活センター） 

●ごみ減量化のための知識や方法を多様な媒体・方法を使って普及します。（環境
衛生課） 

●生ごみの家庭内処理を促進するため，コンポスト＊容器，電気式生ごみ処理機＊

等への補助事業を継続します。（環境衛生課） 

●庭木のせん定屑のチップ化，ペレット＊化や落ち葉をたい肥化するシステムにつ
いて，事業を推進するとともに，民間施設の活用も含め，さらなる拡大に向け

て検討します。（環境衛生課） 

⑤事業系ごみの減量化等の指導 

●事業者のごみの発生抑制，排出抑制，再使用，再生利用等に関する意識を啓発
します。（環境衛生課） 

●多量なごみを排出する事業者に対しては，減量化計画等の策定を指導します。
（環境衛生課）
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主要施策8-2 物の循環を支える社会基盤の構築 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，日常生活においてグリーン購入＊を実践するとともに，フリーマーケッ
トなどのリサイクル活動に積極的に参加や協力をします。 

●事業者は，事業活動におけるグリーン購入＊を推進するとともに，エコマーク＊

商品等の開発や販売に努めます。また，資源物を効果的に再使用，再生利用す

るための事業者間の連携や交流を深めるとともに，適正なリサイクルを推進し

ます。 

●市は，市民や事業者のグリーン購入＊が進むよう，意識啓発に努めるとともに，
率先的にグリーン購入＊に努めます。また，リサイクル活動や事業者間の連携

や交流が活性化するよう市民や事業者を支援し，廃棄物の適正処理と減量化を

促進します。 

 

■市民が 
取り組むこと 

①グリーン購入＊の実践 

●再生紙など環境負荷の少ない商品等を購入します。 
●エコショップ＊等を積極的に利用します。 
②リサイクル活動の活性化 

●フリーマーケットやインターネット等を活用した不用品の利用や提供など，リ
サイクル活動に積極的に参加や協力をします。 

●地域における資源物の集団回収等に積極的に参加や協力をします。 
③民間団体＊活動の展開 

●資源物の集団回収やフリーマーケットの企画や運営など，地域リサイクル活動
の普及や拡大に取り組みます。 

 

■事業者が 
取り組むこと 

①グリーン購入＊の推進 

●業務用品等は，再生紙など環境負荷の少ない製品に転換を進めます。 
②循環利用に配慮した環境にやさしい商品等の開発・販売等 

●ごみを利用した再生製品や再使用，再生利用が容易な製品等の製造や販売を進
めます。 

●環境負荷の少ない製品等を積極的に扱い，エコショップ＊の認定を受けます。 
③事業者による共同循環システムの構築 

●ごみの相互利用や共同資源化，農業と連携した生ごみたい肥化事業など，事業
者間の連携を生かした循環システムの構築に努めます。 

 環境に配慮した商品を広く普及するほか，ごみの再資源化を取り持つ地域ネッ

トワーク等を構築し，物の再使用，再生利用の場を広げます。 
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●オフィス町内会方式＊等により，共同で資源を回収するなど，事業者同士の連携
を図り，効率的な資源化を積極的に進めます。 

④適正なリサイクルの推進 
●容器包装リサイクル法＊や家電リサイクル法＊，食品リサイクル法＊に基づく，適
正なリサイクルを推進します。 

●資源有効利用促進法＊や自動車リサイクル法＊に基づき，パソコンや自動車の適
正なリサイクルを推進します。 

 

■市が 
取り組むこと 

①グリーン購入＊の普及 

●行政による率先的なグリーン購入＊を推進します。（環境保全課，会計課，消費

生活センター，環境衛生課） 

●市民や事業者のグリーン購入＊に対する意識を啓発します。（環境保全課，環境

衛生課） 

●エコショップ制度＊の一層の普及促進を図ります。（環境衛生課） 
②リサイクル活動の拡大化 

●リサイクル活動の拠点となるリサイクルセンターの整備を検討します。（環境衛
生課） 

●フリーマーケットや不用品の情報掲示，販売店回収の情報提供など，地域リサ
イクル活動を支援します。（消費生活センター，環境衛生課，商工観光課） 

③事業者による共同循環システムの構築支援 

●資源物の集団回収，農業と連携した生ごみたい肥化システムなど，ごみ循環に
関する事業者間の連携について支援します。（環境衛生課） 

●事業系ごみのリサイクルルートを調査し，情報の提供に努めます。（環境衛生課） 
④適正なリサイクルの推進 

●容器包装リサイクル法＊や家電リサイクル法＊，食品リサイクル法＊の適切な運用
と推進を図ります。（環境衛生課） 

●資源有効利用促進法＊や自動車リサイクル法＊に基づき，パソコンや自動車の適
正なリサイクルを推進します。（環境衛生課） 
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環境目標 9 平穏で，健やかな暮らし 

 
■環境の 
現状と課題 

●身近な生活環境の現状と「身近な生活環境の保全」「有害化学物質＊への対応」

の必要性 

・近年の公害＊に関する苦情・相談の特徴としては，その原因が，産業型から，近

隣の騒音や悪臭などの生活型へ移ってきていることが挙げられます。 

・廃棄物の大規模不法投棄件数については，近年横ばいとなっており，今後も県

と協力してパトロール等の取組を行っていく必要があります。 

・自動車交通による騒音は，一部要請限度を超えており，国や県など関係機関と

の連携による対策の必要があります。 

・振動については，苦情件数は少ないものの，適正指導により未然防止を図る必

要があります。 

・近年，内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）＊やシックハウス症候群＊，アス

ベスト＊（石綿）など，有害化学物質＊による健康や生態系への影響等が懸念さ

れています。これらの問題に対しては，監視・抑制や情報の共有により，問題

の未然防止を図る必要があります。 
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■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 

○各種の生活環境の状況に関する調査や監視を継続的に行います。 
○騒音，振動，悪臭等の公害＊を出さないよう，環境に配慮した暮らしや事業活動

を行います。 
○環境管理システムを導入し，自主的な環境保全体制を充実します。 
○中小事業者を支援し，環境保全対策を推進します。 
○近年，問題となってきている光害＊について，対策を進めます。 
 

 

 

 

 

 

○新たな環境問題に関する情報を集め，情報を共有します。 
○有害化学物質＊の拡散状況に関する調査や監視を継続的に行います。 
○適正な焼却行為に努め，焼却炉の適正な維持管理を徹底して，ダイオキシン類＊

の拡散を防止します。 
○有害化学物質＊の適正な管理や使用を徹底し，拡散を防止します。 

 

■達成目標 

●騒音に係る環境基準＊内環境の維持 
●ダイオキシン類＊に係る環境基準＊内環境の維持 

・規制基準等を遵守し，騒音やダイオキシン類＊の環境基準＊内環境を維持します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境目標９　平穏で，健やかな暮らし

騒音，振動，悪臭などの規制を適正に実施するとともに，

身近な生活環境への影響について監視し，公害*を未然に
防止します。

主要施策９－１　身近な生活環境の保全

有害化学物質などに関する情報を地域で共有し，問題の未
然防止に努めるとともに，有害化学物質の使用削減などを
推進します。

主要施策９－２　有害化学物質への対応
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主要施策9-1 身近な生活環境の保全 

 
■施策の方針 
 
 
 

●市民は，騒音や悪臭を発生させない暮らし方に心掛けるとともに，公害＊発生の
監視に協力します。また，光害＊などの新たな環境問題の防止に努めます。 

●事業者は，騒音，振動，悪臭の規制基準を遵守するとともに，先進技術の導入
や環境管理体制の確立を図り，自主的な公害＊防止対策に取り組みます。また，

事業者は，日照や電波利用の障害が発生しない建築物等の建設を行うととも

に，光害＊などの新たな環境問題の防止に努めます。 

●市は，騒音，振動，悪臭に関するモニタリング＊調査を充実し，監視や指導体制
を強化するほか，事業者の環境管理体制の構築や中小事業所の環境保全に対す

る支援を行います。また，光害＊の防止に努めるとともに，新たな環境問題に

関する情報収集や提供体制を強化し，事業所，家庭における対応を指導するほ

か，新たな問題への対応に努めます。 

■市民が 
取り組むこと 

①暮らしにおける騒音，振動や悪臭への配慮 

●近隣への騒音，振動や悪臭に配慮した暮らしを実践します。（詳細は P.96 主要
施策 10-1参照） 

●法律で禁じられている家庭ごみ等の焼却は行わず，一部例外で認められる場合
においても，近隣への十分な配慮の下に行います。 

②公害＊監視への協力 

●騒音，振動，悪臭等の公害＊の発見時には直ちに市に通報します。 
●さわやか環境推進員＊に協力をし，地域の環境保全に努めます。 
③光害＊への配慮 

●近隣に迷惑とならないような照明の位置や使用に心掛けます。 
④その他の新しい環境問題等への対応 

●新しい環境問題については，正確な情報の把握に努め，慎重に対応します。 
●原因などが不明で，国などの行政機関での規制等が実施されていないものにつ
いては，自己防衛に努めます。 

 

■事業者が 
取り組むこと 

①公害＊関係の規制の遵守等 

●法令等に基づき，適切な施設整備，メンテナンス，モニタリング＊調査の実施な
ど騒音，振動，悪臭等の公害＊に関する規制基準を遵守します。 

●市との公害防止（環境保全）協定＊を積極的に締結します。 

 騒音，振動，悪臭などの規制を適正に実施するとともに，身近な生活環境への

影響について監視し，公害＊を未然に防止します。 
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●日照や電波利用上の障害が発生しないよう建築物等の建設を行います。 
②自主的公害＊防止対策の推進 

●自主的に騒音，振動，悪臭に対する上乗せ基準＊等を設定するなど，環境保全対
策の強化に努めます。 

●最新の環境保全関連情報の把握や学習に努め，先進的な環境保全対策に努めま
す。 

③環境管理体制の確立 

●環境管理計画等を策定し，環境管理目標の設定や担当部署や管理担当者を設置
する等，環境マネジメントシステム（EMS）＊を確立します。 

●ISO＊14001 取得や公害＊防止対策の状況を公表するなど，環境管理に対する社
会的な責任の明確化に努めます。 

④中小企業における環境対策の推進 

●事業者団体等が実施する研修等への積極的な参加や行政等の経済的支援を活用
し，公害＊対策に積極的に取り組みます。 

●事業者間の交流や連携を強化し，情報やノウハウ等の交換を促進します。 
●環境保全に対する共同体制を構築し，取組に係る負担等を軽減します。 
⑤光害＊への配慮 

●深夜営業などに際しては，騒音防止への配慮のほか，光による近隣への迷惑や
農作物などの生物の生育等への影響に配慮し，適正に照明を設置し，使用しま

す。 
⑥その他の新しい環境問題等への対応 
●新たな環境問題については，常に関心を持ち，最新情報の入手に努めるととも
に，環境負荷の低減が必要なものについては，速やかに対応します。 

 
■市が 
取り組むこと 

①騒音，振動の防止 
●工場や事業所，建設作業，カラオケや拡声器等を使用する営業などに伴う騒音
や振動防止を図るため，関係機関と協力し規制への指導を徹底します。（環境

保全課） 

●交通騒音については，主要幹線道路において面的評価支援システム＊を導

入し，モニタリング＊を強化するとともに，関係機関との連携による低騒音舗

装等の改善施策を推進し，また，良識ある交通マナーの普及や啓発を図ります。

（環境保全課，土木課，公園街路課，道路管理課） 
●生活騒音については，近隣に配慮した良識ある生活マナーの普及や啓発を図り
ます。（環境保全課） 

②悪臭防止 

●工場，事業所，畜舎等への定期的な立入検査や改善指導を実施し，事業所等か
らの悪臭の発生を防止します。（環境保全課，農林水産課） 

③日照や電波障害の防止 
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●日照や電波利用上の障害が発生しないよう建築物等の建設を指導します。（環境
保全課，建築指導課） 

④環境管理体制の構築・強化 

●公害＊苦情への相談や対応体制を強化します。（環境保全課，広報広聴課） 
●事業所に対して環境管理意識を啓発するとともに，情報の提供等，環境マネジメントシ
ステム（EMS）＊構築に対する支援を行います。（環境保全課，環境衛生課） 
●事業者との公害防止（環境保全）協定＊等の締結を促進します。（環境保全課） 
●学校教育の一環として，簡易測定機器等を使った環境状況の把握等を行います。
（環境保全課，指導課） 

⑤中小企業への支援体制の整備 

●事業者団体等と連携し，研修の実施や情報の提供など，環境保全への取組を支
援します。（環境保全課，商工観光課，環境衛生課） 

●事業者間の交流や連携体制の構築に対し，支援を行います。（環境保全課，商工
観光課，環境衛生課） 

⑥光害＊への配慮 

●街路灯や公共施設の照明の設置や使用に際し，近隣への迷惑や生物等への影響
に配慮します。（公園街路課，管財課） 

⑦その他の新しい環境問題等への対応 

●新たな環境問題等に関する情報収集体制を強化します。（環境保全課，消費生活
センター） 

●新たな環境問題等に関して広報等による適切な知識の普及を図るとともに，市
民からの問合わせ等への対応体制を強化します。（消費生活センター，広報広

聴課） 
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主要施策9-2 有害化学物質＊への対応 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，適正なごみ処理によりダイオキシン類＊の発生抑制に協力するほか，化
学物質等による害のない製品の購入や農薬等の適正な使用や管理に努めます。 

●事業者は，法的に認められた廃棄物の焼却炉使用にあたっては，ダイオキシン
類＊の発生を抑制する適正な維持管理を徹底するとともに，事業に伴う有害化

学物質＊の適正な管理や使用を徹底するほか，化学物質等による人体や生態系

へ害のない商品等の開発などの事業活動に努めます。 

●市は，新たな環境問題に関する情報収集や提供体制を強化するほか，有害化学
物質＊に関するモニタリング＊調査を実施し，汚染の有無を監視します。また，

事業所，家庭における有害化学物質＊対策などを指導します。 
さらに，清掃センター施設の適正化，農薬等の適正な使用・管理，公共施設

で使用する建材，食器等の安全対策など公共施設における有害化学物質＊対策

を進めるほか，アスベスト＊などの問題への対応に努めます。 

■市民が 
取り組むこと 

①ダイオキシン類＊対策の実践 

●家庭でも，ダイオキシン類＊などの有害化学物質＊が発生するおそれのあること
から，ごみ等の野外焼却は行いません。 

●ごみの分別を徹底するとともに，生ごみを出すときは，水切りをするなど，よ
り適切な方法で排出するよう努めます。 

●塩化ビニール製品等の不適切な処分をするとダイオキシン類＊を発生しやすい

製品の使用を避けるように努めます。 

②有害化学物質＊を含む製品等の適正な使用や管理 

●内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）＊やシックハウス症候群＊を引き起こす
誘因物質などの新たな有害化学物質＊に関する正確な情報の把握に努め，より

安全性の高い製品の購入や取扱に努めます。 

●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等の適正な使用方法を遵守

するとともに，安全な管理を徹底します。 

③アスベスト＊（石綿）対策の推進 
●法令等を遵守し，建築物の適正な解体を行います。 

■事業者が 
取り組むこと 

①ダイオキシン類＊の発生抑制 

●排出ガスや排水等の規制基準を遵守します。 
●ごみの野外焼却や小型焼却炉の使用を止めるとともに，基準に適合する焼却施
設の維持管理を徹底します。 

②有害化学物質＊等の適正な管理・使用 

 有害化学物質＊に関する情報を地域で共有し，問題の未然防止に努めるととも

に，有害化学物質＊の使用削減などを推進します。 
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●PRTR＊法に基づき工場や事業所等における有害化学物質＊の適正な保管，使用，
輸送，廃棄を徹底します。 

●農薬等の有害化学物質＊を含む製品等の適正な使用と安全な管理を徹底します。 
③健康や生態系に配慮した製品の開発・販売 

●有害化学物質＊等を使用しない又は発生しにくい製品の開発や販売を進めます。 
●有害化学物質＊を含む製品等については，製品の使用者に適切な使用方法や危険
性についての情報を提供します。 

●低農薬栽培や有機栽培＊等の農業を推進します。 
●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等の使用に関するポジティ

ブリスト＊の徹底などの法令遵守，生産履歴記帳＊の適正な使用とともに，安全

な管理を徹底します。 

④アスベスト＊（石綿）対策の推進 
●法令等を遵守し，建築物の適正な解体工事を行います。 

 
■市が 
取り組むこと 

①監視体制の充実 

●ダイオキシン類＊のモニタリング＊調査を継続的に実施するとともに，内分泌か
く乱化学物質(環境ホルモン)＊等新たな有害化学物質＊に対するモニタリング＊

体制の整備を検討します。（環境保全課） 

②ダイオキシン類＊対策の推進 

●清掃センターにおけるダイオキシン類＊対策を強化し，施設の維持管理を徹底し
ます。（環境衛生課） 

●国や県との協力の下，事業所等に対する監視や指導を実施し，規制基準の遵守
を徹底します。（環境保全課） 

●法律で禁じられているごみの野外焼却等について周知を徹底します。（環境衛生
課） 

③有害化学物質＊を含む製品等の適正な管理・使用等 

●行政で使用する除草剤や害虫駆除剤等の適正な管理と使用を徹底します。（公園
街路課，環境衛生課，学務課，管財課，スポーツ振興課） 

●学校や公共施設で使用する建材や食器等への安全対策を徹底します。（教育総務
課，学務課，こども福祉課，療育支援センター，つくしの家，第一給食センタ

ー，第二給食センター，住宅営繕課，管財課） 
●学校等における禁煙教育を推進するとともに，公共施設における禁煙化を検討
します。（指導課，管財課，健康増進課） 

●事業者の化学物質の適正な管理や使用について指導を強化します。（環境保全課） 
●PRTR＊法に基づき公共施設における有害化学物質＊の適正な管理を徹底しま

す。（環境衛生課） 

④情報収集・提供体制の強化 

●内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）＊，シックハウス症候群＊などの問題等
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に関する情報収集体制を強化します。（環境保全課，消費生活センター） 

⑤アスベスト＊（石綿）対策の推進 
●県と協力し，アスベスト＊に関する情報を共有するとともに，アスベスト＊対策
に関する情報の広報や健康相談等に関する取組を適切に進めます。（健康増進

課，広報広聴課，環境保全課，建築指導課，工務課） 
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環境目標 10 良識と思いやりに支えられた快適でさわやかな暮らし 

 
■環境の 
現状と課題 

●近隣公害＊などの状況と「暮らしのマナーとモラルの浸透」の必要性 
・公害＊に関する苦情や相談の原因が，従来の産業型から，近隣の騒音や悪臭など

の生活型へ移ってきています。これは，近隣関係の希薄化やマナー・モラルの

低下が大きな要因と考えられ，ひとりひとりの配慮や意識の向上が必要です。 

・不法投棄，ポイ捨てによるごみの散乱，犬のふん害，騒音や悪臭等による近所

迷惑など，マナー・モラルが不足していることにより，暮らしの快適性やまち

の美観が損なわれています。共に暮らしていくためのマナーやモラルを浸透さ

せるとともに，監視・指導体制を強化し，まちの美観や快適性を保全していく

必要があります。 
■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○さわやか環境条例＊を守り，近隣に迷惑のかからない暮らし方をします。 
○ごみの不法投棄に対する啓発や監視活動を行います。 
○自宅や事業所の周りを清掃するなどして，まちの美観を保ちます。 
○地域による清掃活動などの環境美化活動を展開します。 
○まちの美観や自然環境に配慮した観光やレジャー上のマナーを普及します。 
 

 

■達成目標 

 

・地域ぐるみでマナーを普及するなど，ごみの不法投棄の根絶を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

●ごみの不法投棄に関する苦情の減少 

環境目標１０　良識と思いやりに
支えられた快適でさわやかな暮らし

近隣の生活環境やまちの美観に配慮し，さわやかなまちが
維持されるよう，暮らしのマナーやモラルなどの普及を図
ります。

主要施策１０－１
暮らしのマナーとモラルの浸透
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主要施策10-1 暮らしのマナーとモラルの浸透 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，近隣との良好な関係を築き，近所迷惑やまちの美観を損なわない暮ら
しを実践し，また，地域の環境美化活動等に参加や協力をし，まちの美観の維

持に取り組みます。 

●事業者は，ごみを適正に処理するとともに，事業所周辺の自主的な環境美化に
努めるほか，地域の環境美化活動に参加や協力をします。また，観光やレジャ

ー関係業者は，滞在者に対し，観光やレジャー上のマナーを普及します。 

●滞在者は，ごみの持ち帰りや環境に配慮した釣りのマナー等を遵守します。 
●市は，近隣に配慮した暮らしやごみの持ち帰り，観光マナー等に関する意識啓
発，監視や指導を強化するとともに，地域による環境美化活動や監視活動等の

展開や制度等を検討します。 

 

■市民が 
取り組むこと 

①近隣に配慮した暮らし 

●さわやか環境条例＊を遵守するほか，日ごろから騒音，振動や悪臭を出さないよ
うにするなど，近隣に迷惑のかからない暮らしを心掛けます。 

●転居の際などには，地域の状況をよく理解し，近隣との良好な関係を築きます。 
②環境美化活動等の実践 

●さわやか環境条例＊，廃棄物の処理及び再利用に関する条例＊を遵守し，ルール
に基づくごみ処理，空き地管理，ペットの管理等を行います。 

●自宅及び自宅周辺の美化に配慮し，自主的な草刈りや庭木管理，清掃等を行い
ます。 

●清掃活動や監視員制度など，市や地域による環境美化活動に参加や協力をしま
す。 

③民間団体＊活動の展開 

●市と連携し，暮らしにおけるマナーやモラルの普及活動，環境美化キャンペー
ン等を展開します。 

■事業者が 
取り組むこと 

①ごみの適正処理 

●国の法律等によるほか，さわやか環境条例＊や廃棄物の処理及び再利用に関する
条例＊を遵守し，ルールに基づくごみ処理を実施します。 

②環境美化活動への協力 

●事業所内及び事業所周辺の美化に配慮し，自主的な植栽管理や清掃活動を実施
します。 

●市や地域による清掃活動等の環境美化活動に参加や協力をします。 
③観光マナー普及への協力 

 近隣の生活環境やまちの美観に配慮し，さわやかなまちが維持されるよう， 
暮らしのマナーやモラルの普及を図ります。 
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●ホテル，釣り具店，交通機関等は，ポスターやパンフレットによる良好な観光
マナーの普及を図ります。 

●滞在者へのごみ持ち帰りの周知や意識啓発を徹底します。 
■滞在者が 
取り組むこと 

①地域環境に配慮した観光マナーの遵守 

●ごみの不法投棄は絶対に行わず，ごみを持ち帰るなどして，環境美化に関する
ルールを守ります。 

●漁具の破壊や動植物への影響などに配慮し，環境破壊のない観光やレジャー上
のマナーを守ります。 

■市が 
取り組むこと 

①近隣に配慮した暮らしの普及 

●さわやか環境条例＊を周知徹底するとともに，近隣への騒音，振動や悪臭に配慮
した生活や事業活動上のマナーを普及します。（環境衛生課，環境保全課） 

●苦情の発生等に際しては，それぞれの事案に応じた必要な改善措置を指導等を
します。（環境保全課，環境衛生課，広報広聴課） 

②ごみの不法投棄対策の推進 

●広報や看板等により，ごみの不法投棄に対する意識を啓発します。（環境衛生課，
環境保全課） 

●公園や，公共施設などにおいてポイ捨て禁止・ごみの持ち帰りを推進します。（環
境衛生課，商工観光課，公園街路課） 

●ごみの不法投棄対策として，地域住民活動と連携し，ごみの回収や監視・指導
体制を強化します。（環境衛生課） 

③環境美化活動の促進 

●自宅前道路の自主的な清掃など，環境美化に配慮した暮らしのマナーを普及し
ます。（環境保全課，環境衛生課，道路管理課） 

●地域・地区ごとの市民参加による環境美化活動を各地区市民委員会等と連携し，
促進します。（環境衛生課，環境保全課，市民活動課，各地区コミュニティセ

ンター） 

●全市民による定期的な清掃活動を実施するとともに，最低でも市民の 1 年 1 回
の参加にむけて市民啓発方法を検討します。（環境衛生課） 

④観光マナーの普及 

●広報やパンフレット等によるごみの持ち帰りや環境破壊行為への注意など，観
光やレジャー上のマナーの周知や意識啓発を図ります。（商工観光課） 

⑤パトロール員制度の検討 

●さわやか環境推進員＊制度の拡充や関係機関等との連携を強化し，ごみの不法投
棄や漁具の破損など，観光やレジャー上の悪質なマナーの監視や防止を図りま

す。（環境衛生課） 
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環境目標 11 緑と水辺がすがすがしい，美しい町並み 

 
■環境の 
現状と課題 

●市街地環境の状況と「自然や生活に配慮した開発」・「うるおいと調和のある街

づくり」の必要性 

・都市化の発展とともに，宅地開発等が進み，農地や樹林地等，地域の豊かな自

然は少しずつ失われてきています。 

・地域の自然との調和への配慮を促すとともに，地区計画＊や建築協定等の誘導手

法の効果的な取り入れ，計画的な緑化に取り組んでいく必要があります。 
・現在，地域の特色を活かしたまちづくりが進められていますが，このような取

組を市域全体に広げていくとともに，自然・歴史・都市などの景観資源を生か

した，土浦らしさのあるまちづくりを推進することが必要です。 
 
 
■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○自然環境と調和し，共生する良好な都市環境の形成を目指し，総合的な都市

整備方針を定めます。 
○自然環境の保全や良好な生活環境の形成に配慮した開発や建築を進めます。 

 
 
 
 
 
 

○公園や緑地，景観に関する総合的な整備方針を定め，計画的なまちづくりを進

めます。 
○公園，道路や宅地内の緑化を行い，緑豊かなまちづくりを進めます。 
○恵まれた水辺環境を生かし，親水性豊かなまちづくりを進めます。 
○景観に配慮した家や事業所等の建設を進め，良好な町並みを形成します。 

 

環境目標１１　緑と水辺が
すがすがしい，美しい町並み

地域の生態系を守り，自然環境との調和と共生を目指し
た計画的なまちづくりを進めるとともに，開発や建築等
に際して自然環境や生活環境への適切な配慮を行いま
す。

主要施策１１－１
自然や生活に配慮した開発の実施

まちの緑化と水に親しめる場の整備を進めるとともに，豊
かな水と緑にはぐくまれた水郷としてのうるおいと調和の
とれた景観の形成を図ります。

主要施策１１－２　緑と水辺を生かした
うるおいと調和のあるまちづくりの推進
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■達成目標 
 
 
 

・都市計画マスタープラン＊に基づく，水と緑の保全と活用を図り調和のとれた

景観を形成します。 
・計画期間中に，緑の基本計画＊を策定し，公園と緑地の整備方針や整備目標を

定めます。 

・計画期間中に，景観条例＊を制定し，市の総合的な景観づくりの基本的な方向

を定めます。 
 

●「緑の基本計画＊」の策定による公園整備規模など具体的目標の設定 
●「景観条例＊」の制定による景観整備方針の確立 
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主要施策11-1 自然や生活に配慮した開発の実施 

 
■施策の方針 
 
 
 

●市民は，家屋等の建築に際し，地域の自然環境や生活環境に十分配慮するとと
もに，地区計画＊等の仕組みを活用した計画的なまちづくりに参加や協力をしま

す。 

●事業者は，開発等に際し，法規制等のまちづくりのルールを遵守し，地域の自然
環境や生活環境に十分配慮するとともに，地区計画＊等の仕組みを活用した計画

的なまちづくりに参加や協力をします。また，屋外広告物の設置においても景観

に配慮します。 

●市は，良好な市街地の環境を形成するための市街地や緑地等の整備に関する総合
的な計画を定め，都市計画等に反映します。公共事業に際しては，自然環境や景

観に配慮するほか，市民や事業者の建築や開発行為に際して適正な環境への配慮

をするように指導します。また，環境影響評価＊などの制度の導入を検討します。 

■市民が 
取り組むこと 

①環境に配慮した住宅の建築等 

●樹木や地形を保全するなど，元々の自然を生かしながら住宅の建築等を行います。 
●周辺に対する騒音，振動や悪臭等の生活環境に配慮し，建物や設備などの防音
化や換気扇や室外機など騒音，振動や悪臭の原因となる機器を適切な場所に設

置します。 

●地下水涵養に配慮し，雨水浸透ますなどの導入を図ります。 
●太陽光・太陽熱利用設備や雨水利用設備，省エネルギー設備等を導入した環境
共生住宅＊を建築します。 

●地区計画＊への参加や建築協定＊等の仕組みを積極的に活用し，計画的に住宅地
環境の保全や景観形成を図ります。 

■事業者が 
取り組むこと 

①環境に配慮した開発 

●法令や要綱等を守り，適正な開発を行います。 
●開発指導等に基づき，開発規模に応じた公園や緑地，道路等，適切な都市施設
の整備を行います。 

●開発地の自然環境に配慮し，既存樹林地の保全や土地の形質の変更等が少ない
開発を進めます。 

●地下水涵養に配慮し，雨水浸透ますや調整池，透水性舗装＊等を導入します。 
●太陽光発電設備，太陽熱利用設備や雨水利用設備等を導入したり，省エネルギ
ー型の建築物などの建設を行います。 

 地域の生態系を守り，自然環境との調和と共生を目指した計画的なまちづくり

を進めるとともに，開発や建築等に際して自然環境や生活環境への適切な配慮を

行います。 
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●地区計画＊や建築協定＊，緑地協定，（仮称）景観協定等のルールを遵守し，計画
的に住宅地環境の保全や景観形成を図ります。 

●看板，張り紙，広告塔などの屋外広告物の設置する際には，景観に配慮します。 
■市が 
取り組むこと 

①総合的な開発方針の設定における環境への配慮 

●地域環境への配慮の下，「都市計画マスタープラン＊」に基づき，都市づくりに

おいて，水と緑の共生を推進します。（都市計画課）  
●地域環境への配慮の下，「緑の基本計画＊」を策定し，水や緑と共生した快適な
まちを創造するための総合的な整備方針を定めます。（公園街路課） 

●計画策定に際しては，市民の参加や協力を募り，市民の意見や提言を反映しま
す。（公園街路課） 

②公共事業に際しての環境への配慮 

●公共施設の建築に際しては，緑化の推進や地下水涵養への配慮，雨水利用施設
や太陽光発電の設置など，環境に配慮した計画を率先して導入します。（住宅

営繕課，学務課，土木課，下水道課，公園街路課） 

●道路や水路等の整備に際しては，野生生物の保護に配慮し，事前に実態を把握
するとともに，生息環境を維持し，保護するための措置を講じます。（土木課，

耕地課，公園街路課，下水道課） 

●主要な幹線道路等では，電線類の地中化により美しい沿道景観の形成を誘導し
ます。（都市計画課，公園街路課，土木課） 

●公共施設の整備に当たっては，県の景観形成条例を遵守するとともに，施設整
備に係る景観デザインマニュアル＊の策定等により，周辺の景観に調和した景

観形成を図ります。（住宅営繕課，都市計画課） 

③民間開発等に際しての環境への配慮指導 

●住宅地等開発に対する指導を通じ，開発規模に応じた適切な公園や緑地の確保，
地下水涵養に配慮した排水施設の整備を進めます。（公園街路課，建築指導課，

環境保全課，下水道課，土木課，道路管理課） 

●太陽光・太陽熱利用設備や雨水利用設備，省エネルギー設備等を導入した環境
共生住宅＊の普及に努めます。（環境保全課，建築指導課） 

●住宅地等の良好な環境や景観の形成を促進するため，地区計画＊や建築協定＊，
緑地協定，（仮称）景観協定等の導入を促進し，建築物やごみ箱等工作物のデ

ザイン誘導や，緑化に関するルールづくりなどを積極的に進めます。（建築指

導課，都市計画課） 

●美しい風土，町並みを維持するため，看板，張り紙，広告塔などの屋外広告物
の規制・誘導を図ります。（都市計画課，公園街路課） 

④環境影響評価＊の検討 

●国や県等の制度を補完する環境影響評価＊制度を導入するため，環境アセスメン
ト条例等を検討します。（環境保全課） 
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主要施策11－2 緑と水辺を生かしたうるおいと調和のあるまちづくり 

の推進 

 
■施策の方針 
 
 
 

●市民は，自宅内の緑化に努めるとともに，緑化や清掃などの地域や水辺の美化
活動や公園管理等の活動に参加や協力をします。また，自主的に地域の良さを

再発見し，地域への愛着をはぐくむとともに，市と連携した町並みや周辺環境

に調和したデザインの建物等の建設により，地域の良好な景観づくりに参加や

協力をします。 

●事業者は，敷地内の緑化に努めるとともに，緑化や清掃などの地域や水辺の美
化活動，公園の整備，管理等に参加や協力をします。また，自主的に良好な景

観づくりに取り組むとともに，市と連携して地域の環境に調和した良好な町並

みや景観づくりに参加や協力をします。 

●市は，公園や緑地に関する総合的な計画を策定し，公園や緑地，街路樹，公共
施設内緑地の整備や民有地緑化に関する支援施策等を展開するとともに，市民

参加による公園管理など地域で緑を守り，育てていく仕組みを検討します。ま

た，霞ヶ浦を始めとする地域の水辺を生かし，親水空間の整備を推進するほか，

水辺の町並みづくり等を誘導します。さらに，市民や事業者と連携して基本的

な景観整備の方針や施策を定め，公共施設のデザイン上の配慮や市民，事業所

への支援策など，総合的な景観施策を展開します。 

■市民が 
取り組むこと 

①良好な町並みづくりへの参加・協力 

●生垣補助制度＊等を活用し，庭木植栽や生け垣化，屋上や壁面緑化等を積極的に
推進するとともに，せん定など適正に維持管理します。 

●景観デザインマニュアル＊等を活用し，周辺の景観や自然と調和した良好な家屋
の建築や修景に努めます。 

②まちへの愛着・誇りの育成・伝承 

●水郷らしさや地域らしさが感じられる場所や町並みの発見や発掘に努め，広報
への寄稿やインターネット等により，情報発信します。 

●親子での町並みの探索や，清掃活動等への参加を通じ，自ら住むまちへの愛着
や誇りをはぐくみ，伝えます。 

③地域のまちづくり・美化活動等への参加・協力 

●公園の管理や緑化・植樹イベント，清掃活動等に参加や協力をします。 
●まちづくりに関するワークショップ＊や懇談会などの活動に参加や協力をし，市
民主導のまちづくりを推進します。 

●地区計画＊や建築協定＊等の仕組みを積極的に活用し，計画的に住宅地環境の保

 まちの緑化と水に親しめる場の整備を進めるとともに，豊かな水と緑にはぐ

くまれた水郷としてのうるおいと調和のとれた景観の形成を図ります。 



 103 

全や景観形成を図ります。 

■事業者が 
取り組むこと 

①良好な町並みづくりへの参加・協力 

●敷地内の緑化，屋上や壁面の緑化等を積極的に推進するとともに，せん定など
により敷地内樹木等の適正な維持や管理をします。 

●敷地内緑地の開放化やポケットパーク＊化等を推進します。 
●景観デザインマニュアル＊等を活用し，周辺の景観や自然環境と調和した良好な
事業所の建設や修景に努めます。 

●自動販売機や広告，看板等の設置に際しては，景観の保全策等を推進します。 
②地域のまちづくり・美化活動への参加・協力 

●地域の緑化・植樹イベントや清掃活動等に参加や協力をします。 
●ワークショップ＊や懇談会などの地域のまちづくり活動や地区計画＊の決定，建
築協定＊，緑化協定＊の締結等に参加や協力をします。 

 

■市が 
取り組むこと 

①計画的な公園・緑地，町並みづくりの推進 

●市民参加により「緑の基本計画＊」を策定し，主要な公園の配置や水と緑のネッ
トワークの形成など，地域の実情に応じた公園や緑地等の整備目標や方針を定

めます。（公園街路課） 

●市民参加により景観整備事業の検討や「景観条例＊」の制定を進めるとともに，
景観デザインマニュアル＊等を策定し，市街地や商店街，田園や水辺，歴史的

な町並みや幹線道路沿道など，それぞれの地域の特色を生かした景観づくりの

ための基本方針や総合的な施策を定めます。（都市計画課） 

②公共用地・公共施設によるまちのうるおいづくり 

●市役所などの建築物，道路，公園，広場などの公共施設において，緑化の推進
やデザインの向上や統一化を率先して図るとともに，周辺の自然環境等の活用

や周辺の景観との調和に配慮したデザインを施します。（公園街路課，都市計

画課，住宅営繕課，学務課，管財課，業務課，消防本部総務課） 

●老人福祉施設等の公共施設と一体となった，地域住民が気軽に利用できる公園
の整備について検討します。（公園街路課，都市計画課，市民活動課，高齢福

祉課，障害福祉課） 

●歩行者空間の緑陰や緑豊かな町並みをつくるため，幹線道路や主要な生活道路
への街路樹植栽，ベンチ等の休息施設の設置，市街地におけるポケットパーク

＊やシンボルツリー等の整備を推進します。（公園街路課，都市計画課，開発課） 

●県の霞ヶ浦大規模自転車道の整備促進，霞ヶ浦総合公園などの既存施設や川口
運動公園周辺地区，土浦港周辺の親水性の向上を図ります。（企画調整課，環

境保全課，公園街路課） 

●生態系などの自然への配慮の下，霞ヶ浦，桜川，ハス田，水田などの恵まれた
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水辺環境をまちづくりに活用し，郷土種を取り入れた並木，湖岸や河川敷を利

用した親水公園や遊歩道，多自然型護岸＊，湖畔林の整備など，水郷としての

魅力ある親水空間の創造を図ります。（公園街路課） 

●霞ヶ浦湖岸沿いをはじめ，桜川，新川などを生かし，都心部に個性と回遊性を
創出するための「水の回廊」を創造します。（企画調整課，都市計画課） 

●霞ヶ浦浄化センターの複蓋化により，公園・緑地としての有効活用を働きかけ
ます。（企画調整課，都市計画課） 

●スポーツ・レクリエーション，健康維持，余暇活動等の多様な市民ニーズに対
応した拠点として，誰もが楽しめる常名運動公園の整備を推進します。（公園

街路課） 

③民有地によるまちのうるおいづくりの誘導 

●植木市等のイベントの開催や緑化パンフレットの配布，生垣補助制度＊，緑化基
金＊の活用，名木や古木などの保存樹木指定制度などにより，市民等による緑

化活動を支援します。（公園街路課） 

●ため池や農業用水，遊休農地，平地林，斜面林や屋敷林など，田園環境に恵ま
れた水辺や農地等は，生態系を保全し，再生する親水空間，小川，緑地等とし

て活用します。（農林水産課，環境保全課，耕地課） 

●広告や看板等の屋外広告物の規制，優良建築の顕彰制度の整備など，良好な町
並みを誘導する規制や支援策を検討します。（都市計画課，公園街路課，建築

指導課） 

●地区計画＊の決定，建築協定＊や緑化協定＊の締結など，地域住民等による主体的
なまちづくり活動を支援します。（公園街路課，建築指導課，都市計画課） 

④地域で町並みを守り・育てる仕組みづくり 

●公園管理や公共用地の緑地，花壇等を市民に開放し，管理してもらうなどの市
民参加による公共緑地等の新たな維持・管理システムを検討します。（公園街

路課） 

●記念樹制度や緑化バンク制度（市民所有樹の仲介システム）など，市民参加に
よる新たな緑化活動を検討します。（公園街路課） 

●市民参加による霞ヶ浦等の清掃活動の充実化を検討します。（環境衛生課，環境
保全課） 
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環境目標 12 だれもが安心して歩ける，散歩が楽しいまち 

 
■環境の 
現状と課題 

●交通の状況と「公共交通の利便性向上」「歩行者にやさしいまち・みちづくり」

の必要性 

・市及び周辺地域においては，自動車利用への依存は年々増大傾向にあり，都市

間を結ぶ主要な道路では，一部の路線で渋滞も生じています。 

・環境への負荷を減らすためには，公共交通の充実などによる，自動車に依存し

ないまちづくりを進める必要があります。 

・道路網の整備等による自動車交通の円滑化・適正化や，環境に配慮した道路整

備が求められています。 

・徒歩や自転車の利用を促すため，ユニバーサルデザイン＊を取り入れ，歩道・自

転車道の確保やバリアフリー＊化による歩行者にやさしいまち，みちづくりを引

き続き進める必要があります。 
 
 

■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○公共交通を積極的に利用し，自家用車の利用を減らします。 
○だれもが便利に利用できるよう，鉄道やバスのサービスなどを充実します。 
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○幹線道路の整備を進め，生活道路に通過交通が生じないよう，適正で円滑な

交通を確保します。 
○歩道やガードレール等を整備し，学校や公共施設周辺には安全な歩行者空間

を確保します。 
○公共施設や道路のバリアフリー＊化を進めます。 
○自転車道や駐輪場の充実化を図り，自転車利用を進めます。 
○歩行者の安全に配慮した，自動車やバイク，自転車の良識ある運転マナーを

普及します。 
 

■達成目標 
 
 

            

         環境への負荷が大きい自動車の利用を抑制するため，公共交通機関の利用を

促進します。  

●公共交通機関の利用促進 

高齢者，障害者や幼児などに配慮した，だれもが安全で
快適に利用できる施設を整備するとともに，段差のない
歩道，ガードレールが整備された道路，幹線道路と生活
道路の適正な配置など歩行者にやさしい道路のネット
ワーク化を図ります。

主要施策１２－２
歩行者にやさしいまち・みちづくり
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主要施策12-１ 公共交通の利便性の向上 

 
■施策の方針 
 
 
 

●市民は，暮らしにおいてできるだけ公共交通を利用するほか，公共交通の利用
や利便性を高める上での意見やアイデアを市や事業者に示します。 

●事業者は，公共交通のバリアフリー＊化やサービス向上を推進し，また，通勤等
における公共交通の利用を促進します。 

●滞在者は，公共交通を利用した観光等に努めます。 
●市は，公共交通の利便性を向上する公共施設の整備やまちづくりを推進すると
ともに，事業者と連携し，利用を向上させる新たなサービスの導入や，市民，

事業者等への意識啓発策等を展開します。 

 

■市民が 
取り組むこと 

①公共交通の利用の実践 

●自家用車の利用を控え，できるだけバスや電車等の利用に努めます。 
②利便性向上のための意見・提言の提示 

●体験乗車などのイベントを行い，高齢者や子どもの利用に対する問題点の提示
や利便性向上のためのアイデア等を市や事業者に提示します。 

●自転車利用の促進や駐輪場の整備，駐車場の有効活用法などについての市民の
意見や提言等を市に提示します。 

■事業者が 
取り組むこと 

①公共交通のサービス向上 

●バス事業者は，低床バス（ノンステップバス）や低公害車＊等を導入します。 
●バス・鉄道事業者は，休日家族利用サービスが付加された定期券などや各社共
通の回数券の導入など，利用者の利便性を高めるサービスを検討します。 

●バス・鉄道事業者は，1日乗車券など観光客へのサービスを充実します。 
●駅舎等のバリアフリー＊化を推進します。 
②公共交通の利用促進 

●各事業所は，駅への送迎バスを運行するなど，通勤等に際してのバスや電車利
用を進めます。 

③新たな公共交通の整備 

●新交通システム＊の整備や路線の充実，水上交通ネットワークづくりについて，
市と検討を進めます。 

④公共交通を生かした都市整備の推進 

●高齢社会に対応した，歩いて暮らせる都市づくりを推進するため，パークアン
ドライド＊やトランジットモール＊など新たな交通システムの導入へ向け協力

します。 

 
 

 環境への負荷が大きい自動車の利用を減らすため，だれもが気軽に利用できる

便利で充実した公共交通を生かしたまちづくりを推進します。 
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■滞在者が 
取り組むこと 

①公共交通の利用推進 
●滞在者は，各種観光サービス等を活用し，バス，電車，自転車等を利用した観光 
に努めます。 

■市が 
取り組むこと 

①既存の公共交通の充実 

●常磐線の輸送力の強化や東京駅乗り入れを促進します。（企画調整課） 
●高齢者等の利便性を高めるため，エスカレーター・エレベーターの整備や案内
表示の設置など，駅舎のバリアフリー＊化を促進します。（開発課，社会福祉課） 

●バス事業者に対し，バス交通の充実や低床バス（ノンステップバス）や低公害
車の導入等を促します。（企画調整課，都市計画課） 

●バス・鉄道事業者に対し，休日家族利用サービスが付加された定期券の普及な
ど，公共交通の利用を拡大する方策を促進します。（企画調整課） 

●幹線道路の整備や道路改良等に際しバスの停車スペースを確保し，円滑な交通
を確保します。（土木課，公園街路課） 

●既存の駐車場や駐輪場の機能拡充など，公共交通の利便性を高める施設整備を
推進します。（都市計画課，公園街路課，生活安全課） 

②新たな公共交通の整備 

●常磐線土浦駅とつくばエクスプレスつくば駅間を結ぶ新交通システム＊や，つく
ばエクスプレスの延伸の展開への可能性を検討します。（都市計画課，企画調

整課） 

●既存のバス路線を補完する，コミュニティバス＊等や福祉バス＊の運行の方策等
を検討します。（企画調整課，商工観光課，高齢福祉課） 

●土浦港，霞ヶ浦総合公園，茨城県霞ケ浦環境科学センター＊などの観光やレクリ
エーション拠点を連絡する水上交通ネットワークづくりを関係機関と協議し

ながら検討します。（都市計画課） 

③公共交通を生かした都市整備の推進 

●土浦駅や荒川沖駅，神立駅の駅周辺地区の開発や定住人口の増加，駅前への行
政サービス機関等の整備を促進し，自家用車への依存の少ないまちづくりを推

進します。（開発課，都市計画課） 

●高齢社会に対応した，歩いて暮らせる都市づくりを推進するため，パークアン
ドライド＊やトランジットモール＊など新たな交通システムの導入を検討しま

す。（企画調整課，都市計画課，社会福祉課） 

④利用普及のための意識啓発・情報提供 

●事業者と連携し利用普及キャンペーン等を展開します。（企画調整課） 
●広報やインターネット等を通じ，公共交通機関の新しいサービス等についての
情報を積極的に提供します。（企画調整課，商工観光課，広報広聴課） 

●観光に際しての公共交通機関の利用やレンタルサイクル等の利用を促します。
（商工観光課） 
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主要施策12-2 歩行者にやさしいまち・みちづくり 

 
■施策の方針 
 
 
 
 

●市民は，交通上の危険箇所や障害等の調査に参加や協力をし，市に意見を示す
ほか，自動車，自転車等の安全運転，適正な駐車，駐輪を徹底し，サイクルア

ンドライド＊を実践します。 

●事業者は，建築物のバリアフリー＊化，適正な駐車場や駐輪場の整備を推進する
ほか，自動車，自転車等の安全運転，適正な駐車，駐輪を徹底します。 

●滞在者は，観光等において，レンタルサイクルを利用するほか，自動車，自転
車等の安全運転，適正な駐車，駐輪を徹底します。 

●市は，計画的に幹線道路や生活道路網の整備を促進するとともに，道路や公共
施設のバリアフリー＊化を進めます。また，新たなレンタルサイクルシステム

等を検討するほか，自動車，自転車等の利用者に対し，安全運転や適正な駐車

マナー等を普及します。 

■市民が 
取り組むこと 

①歩行者ルートの安全・バリアフリー＊点検等への参加・協力 

●市民参加による主要な歩行者ルートの安全点検やバリアフリー＊調査等に参加

や協力をし，危険・不備箇所などを地図にまとめ，市に改善を提言します。 

②自転車・自動車等の運転マナーの遵守 

●歩行者の安全に配慮した自転車，オートバイや自動車の運転を行います。 
●歩行者や自動車交通の妨げにならないよう，適正な場所に駐車や駐輪をします。 
③自転車の利用の推進 

●サイクルアンドライド＊を実践します。 
■事業者が 
取り組むこと 

①建築物のバリアフリー＊化の推進 

●新築建物は，車椅子利用等に対応するなど，バリアフリー＊化を徹底するととも
に，既存の公共性や公益性の高い建物は改築等によりバリアフリー＊化を図り

ます。 

②適正な駐車・駐輪場等の整備 

●従業員数や来客数の規模に対応した適切な駐車場や駐輪場を整備します。 
③自転車利便性の向上 

●修理や整備など，自転車利用に関するサービス等を向上します。 
④自転車・自動車等の運転マナーの遵守 

●歩行者の安全に配慮した自転車，オートバイ，自動車の運転マナーを普及します。 

 高齢者，障害者や幼児などに配慮した，だれもが安全で快適に利用できる施

設を整備するとともに，段差のない歩道，ガードレールが整備された道路，幹

線道路と生活道路の適正な配置など歩行者にやさしい道路のネットワーク化を

図ります。 
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●適正な駐車や駐輪のマナーを普及します。 
 

■滞在者が 
取り組むこと 

①自転車の利用の推進 

●観光等においてレンタルサイクルを利用します。 
②自転車・自動車等の運転マナーの遵守 

●歩行者の安全に配慮した自転車，オートバイ，自動車の運転を行います。 
●歩行者や自動車交通の妨げにならないよう，適正な場所に駐車や駐輪をします。 

■市が 
取り組むこと 

①自動車交通の円滑化・適正化 

●関係機関と連携し，広域幹線道路や都市計画道路など骨格的な道路網の整備を
促進し，住宅地などへの通過交通がない円滑かつ適正な交通を確保します。（公

園街路課，都市計画課） 

●道路の整備に際しては，低騒音性や雨水浸透性のある舗装など，環境に配慮し
た整備を進めます。（公園街路課，道路管理課，土木課） 

●交通渋滞の解消，交通需要マネジメント（TDM）＊の導入など，人と環境にや
さしい道路・交通環境の整備を図ります。（都市計画課） 

②主要生活道路網の整備 

●公共施設などの生活拠点施設＊へ徒歩でいけるエリアを交流促進地区＊として位
置付け，安全で快適な歩行者空間を整備します。（都市計画課，公園街路課，

土木課） 

●市民参加により通学路など既存の主要歩行者ルートの安全点検を行い，街路や
側溝の補修，障害物の撤去，カーブミラーやガードレール等の安全施設の整備

など，必要な措置を講じます。（公園街路課，道路管理課，生活安全課） 

●河川，史跡や寺社など地域の自然や歴史を生かした散策路や街路樹の整備など
により，うるおいのある歩行者空間の整備を進めます。（都市計画課，公園街

路課） 

③道路・建築物のバリアフリー＊化の推進 

●高齢者，幼児，障害者等に配慮した段差のない歩道や建築物の整備を進めます。
（公園街路課，土木課，都市計画課，社会福祉課） 

●狭あい道路の解消，危険な交差点の改善，コミュニティ道路の整備及び交通規
制等を図り，歩行者の安心・安全を優先したバリアフリー＊な道路を確保しま

す。（公園街路課，土木課，都市計画課） 

●市民参加により車椅子等による交通の障害箇所等の点検を行い，街路や側溝の
補修や障害物の撤去，段差の解消など必要な措置を講じます。（道路管理課） 

④自転車利便性の向上 

●県道岩瀬土浦自転車道線（つくばりんりんロード）の利用を促進と，潮来土浦
自転車道線（霞ヶ浦自転車道）の整備を促進し，広域的な都市づくりへの活用
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を図るとともに，中心市街地の道路網との連携により回遊性を創出します。（都

市計画課，企画調整課，道路管理課） 
●レンタルサイクルシステムの充実や公営駐輪場の整備，自転車販売店等のマッ
プやシンボル表示などにより，自転車の利便性を向上します。（商工観光課） 

●自転車や歩行者の交通が集中する幹線道路等において歩道や自転車道の分離を
進めます。（土木課，公園街路課） 

●歩行者や自転車利用者が安全に通行できる道路交通環境を確保するため，「安心
歩行エリア＊」の指定の推進など，警察と一体となってエリア内の交通事故の

抑止を図ります。（道路管理課） 

⑤自転車，自動車等の運転マナーの改善等 

●歩行者の安全に配慮した適正な自転車，オートバイ，自動車の運転マナー，駐
車や駐輪のマナーを普及します。（生活安全課） 

●関係機関と連携し，違法駐車や違法駐輪の防止を図ります。（生活安全課） 
●事業者に対して従業員や来訪者に対応した適正な駐車場や駐輪場の整備を指導
します。（生活安全課・都市計画課） 
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環境目標 13 郷土の歴史と文化が薫るまち 

 
■環境の 
現状と課題 

●文化財などの状況と「地域の歴史・文化の掘り起こしと伝承」「歴史・文化を生

かした街づくり」の必要性 
・土浦市には多くの歴史的資源が残っており，まちや里に風情を与えています。 

・市では，文化財指定制度を活用し，保護に努めていますが，未指定なものの中

にも貴重な地域の資源や，民俗・風習が多く残されています。地域の歴史・文

化の調査や情報の蓄積，伝承活動等による幅広い保護策が求められています。 

・歴史的・文化的拠点施設は様々な文化活動の場として利活用されていますが，

郷土の歴史への関心の高まる中，施設の特色を生かした機能充実が強く求めら

れています。 

・今後は更に，文化財の復元や回遊性の創出・文化財等と調和した町並みや道路

デザインにより，城下町土浦を生かしたまちづくりを進める必要があります。 
■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○地域の歴史，民俗や文化財等を調べ，記録します。 
○指定文化財を適正に維持し，管理するとともに，登録文化財制度＊の活用などに

よる文化財の保護を更に進めます。 
○地域文化を伝承する団体やサークル活動の振興を図ります。 

 

 

 

 

 

 

○旧街道や文化財を生かした歴史的町並みづくりを進めます。 
○歴史や文化に親しみ，大事にする機会の充実に努めます。 
○食文化の発掘やガイド機能の強化など，歴史や文化を生かした観光の振興を図

ります。 
■達成目標 

 

・ 市民参加による文化財等調査を実施し，民俗誌や文化財地図として情報を蓄積

します。 

●民俗誌や文化財地図の作成 

環境目標13
郷土の歴史と文化が薫るまち

地域の歴史を留める文化財や遺跡等を幅広く保護し，保
存するとともに，自然と共生する水郷や里山の文化を
培ってきた先人の知恵や民俗を掘り起こし，次代へと継
承します。

主要施策13－１
地域の歴史・文化の掘り起こしと伝承

城下町や旧街道，里などの歴史的文化的遺産を生かした回
遊ルートの整備等により，歴史的文化的環境への愛着をは
ぐくむとともに，まちの魅力づくりを推進します。

主要施策13－２
歴史・文化を生かしたまちづくりの展開
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主要施策13-1 地域の歴史・文化の掘り起こしと伝承 

 

■施策の方針 
 
 
 

●市民は，地域文化の調査や新たな発掘に努め，情報を蓄積するほか，文化財の
適正な維持や管理に努めるとともに，地域の民俗や風習等の保護や伝承活動に

参加や協力をします。 

●事業者は，開発等に際し，埋蔵文化財保護のための適正な措置に協力するとと
もに，市民による地域文化の伝承活動等を支援します。 

●滞在者は，文化財等を傷つけることのないようマナーを守って見学等をします。 
●市は，文化財や埋蔵文化財の適正な維持管理が図られるよう所有者等を指導や
支援するとともに，市民や民間団体＊による地域文化の伝承活動等を支援しま

す。 

■市民が 
取り組むこと 

①地域の歴史的・文化的資源の発掘 

●市民参加による地域文化の実態調査に参加や協力をし，現地踏査や聞き取り調
査などにより，地域に埋もれた文化や民俗資源を掘り起こし，地図や民俗誌と

してまとめます。 

②適正な文化財の維持・保存 

●市と連携し，所有する指定文化財の適切な維持や管理をします。 
●未指定文化財についても，登録文化財＊への登録に協力するなど，地域の歴史や
文化の保全に努めます。 

●文化財パトロール等の市民活動を展開します。 
③地域文化の伝承活動等の展開 

●地域文化の伝承活動等を行うサークルや民間団体＊に参加や協力をします。 
●祖父母から孫への地域文化の伝承など，自主的な地域文化の伝承活動等を行い
ます。 

④民間団体＊活動の展開 

●市と連携し，市民参加による地域文化の実態調査の企画や運営を行います。 
●祭りや風習を後世に伝えるための伝承活動等を行います。 

■事業者が 
取り組むこと 

①適正な保護又は発掘調査の実施 

●埋蔵文化財包蔵地における開発や建築等に際しては，市の助言や指導に基づき，
適正な保護又は発掘調査を実施します。 

②民間団体＊活動への協力 

●地域文化の伝承活動等を行う民間団体＊の募金や寄付等に協力します。 

 地域の歴史を留める文化財や遺跡等を幅広く保護し，保存するとともに，自

然と共生する水郷や里山＊の文化を培ってきた先人の知恵や民俗を掘り起こし，

次代へと伝承します。 
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■滞在者が 
取り組むこと 

①文化財に配慮した観光 

●文化財の見学に際しては，文化財を破損等しないように十分注意するなど，見
学上のマナーを守ります。 

②民間団体＊活動への協力 

●地域文化の伝承活動等を行う民間団体＊の募金や寄付等に協力します。 
■市が 
取り組むこと 

①指定文化財の適正な維持・保存 

●指定文化財が適正に保存されるよう，所有者への個別指導等を行い，適正な維
持や管理方法等を周知，普及します。（文化課） 

●指定文化財の破損や老朽化に対し，修理に関する助言や補助などにより支援し
ます。（文化課） 

②地域の歴史的・文化資源の発掘 

●地域の幅広い歴史に着目し，市民参加による地域文化の実態調査を実施し，地
域に埋もれた未指定文化財や古くから伝わる民俗や習俗等を発掘します。（文

化課） 

●特に保存伝承の価値が認められる文化財は，積極的に文化財指定を推薦します。
（文化課） 

●指定文化財以外の文化財についても，登録文化財制度＊等の緩やかな保護措置を
講ずることで，所有者の自主的な保護を促していきます。（文化課） 

③埋蔵文化財の適正な調査・記録 

●埋蔵文化財の包蔵地における開発等に際し，文化財保護のための適正な措置が
図れるよう，遺跡分布調査を実施し，分布地図を刊行します。（文化課） 

●開発や建築等に際しての埋蔵文化財の破壊防止などの適正な措置や円滑な発掘
調査が行われるよう，指導や助言等をします。（文化課） 

④地域文化伝承の基盤づくり 

●地域文化の調査や伝承活動を行う民間団体＊，サークル活動等への支援をしま

す。（文化課） 

●学校教育等における地域文化の伝承活動を充実します。（指導課） 
●地域の歴史や文化への知識や理解を深めるため，説明板等の設備を充実すると
ともに，展示や公開等による歴史文化の紹介を充実します。（文化課） 

●見学者等による文化財の破損等を防止するため，注意看板やパンフレット等に
より見学上のマナーの周知や啓発をします。（文化課） 
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主要施策13-2 歴史・文化を生かしたまちづくりの展開 

 
■施策の方針 
 
 
 

●市民は，文化財の保護や町並み整備，各種イベントなど歴史的なまちづくりに
参加や協力をします。 

●事業者は，町並み整備，各種イベントなど歴史的なまちづくりに参加や協力を
するとともに，郷土の食文化づくりへの参加を推進します。 

●市は，亀城公園周辺ほか歴史的な町並み整備等を推進するとともに，博物館な
ど拠点施設を充実し，まちの歴史的文化的な魅力を高めます。また，筑波山系

の自然と歴史を観光資源として生かし，案内機能や広報等を充実し，市の歴史

や文化についての情報を発信します。 

■市民が 
取り組むこと 

①歴史的町並みづくりへの参加・協力 

●旧街道沿いなどの歴史的な家屋等は登録文化財＊等として活用し，町並みの保存
に協力します。 

●周辺の家屋等も景観デザインマニュアル＊等を活用し，歴史的町並みと調和した
町並みづくりに協力します。 

②地域の歴史的な知識等の提供 

●郷土史等の知識を生かし，市民ガイド等に参加や協力をします。 
●郷土の食文化の見直しや確立のため，調理法の研究，講習やコンテストなどを
展開します。 

 

■事業者が 
取り組むこと 

①歴史的町並みづくりへの参加・協力 

●旧街道沿いなどの事業者は，景観デザインマニュアル＊等を活用し，歴史的町並
みと調和した店舗や事業所等を建築します。 

②郷土の食文化づくり等への参加 

●霞ヶ浦産の魚類やレンコン等を生かした商品開発を推進します。 
 

■市が 
取り組むこと 

①亀城公園及び周辺の歴史的環境整備 

●土浦城址の復元整備を推進するとともに，東櫓展示スペースの有効活用や公園
内プールの移転や跡地の有効活用を検討するなど，史跡公園としての機能を充

実します。（文化課，公園街路課，スポーツ振興課） 

 城下町や旧街道，里などの歴史的文化的遺産を生かした回遊ルートの整備等

により，歴史的文化的環境への愛着をはぐくむとともに，まちの魅力づくりを

推進します。 
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●中城通り（旧水戸街道）の歴史的な町並みの整備や周辺の寺社や史跡を巡る散
策路を整備するなど，亀城公園周辺の回遊性を創出します。（都市計画課，公

園街路課） 

●今後のまちづくりにおいて，水路や運河跡の表示や一部復元を検討します。（都
市計画課，商工観光課） 

②その他歴史的環境の整備 

●道路，橋梁や公共建築等における歴史性を生かしたデザインを率先的に導入し
ます。（都市計画課，公園街路課） 

●歴史の小径整備事業＊等による，歴史性を生かした回遊性のある道づくりを推進
します。（都市計画課） 

●旧街道（水戸街道や鎌倉街道）や主要文化財の周辺は，それらと調和する町並
みの保全・整備や建築物の景観誘導，ベンチ等の休憩施設の設置などとともに，

散策ルートや案内標識を充実します。（商工観光課，都市計画課） 

●天の川周辺，北部台地部縁辺部，桜川低地部，南部台地部，霞ヶ浦湖岸等に存
する集落地は，風格ある民家，屋敷林，生垣，斜面林・平地林，谷津田＊，ハ

ス田及び鎮守の杜などと一体的に趣のある集落景観の保全を図ります。（都市

計画課） 
●新治地区の自然と歴史と文化の活用を図るとともに，「関東ふれあいの道」を中
心として筑波山と霞ヶ浦を結ぶ広域観光ネットワークの整備を進めます。（商

工観光課） 

●歴史的な町並みづくりに積極的な市民参加が図れるよう，歴史的建築デザイン
のガイドとなる景観デザインマニュアル＊等の整備や町並み整備エリア等の指

定を図ります。（都市計画課） 

③拠点施設の整備 

●博物館は，駐車場や案内標識の整備など利便性の向上を図るとともに，映像の
活用や講演などによる企画展示の充実など，機能を強化します。（博物館） 

●上高津貝塚ふるさと歴史の広場は，サークル活動への支援や宍塚大池，集落や
里山＊の環境を生かした学習機能の展開など，歴史や環境学習等の拠点と機能

を強化します。（上高津貝塚） 

●図書館の蔵書や図書館活動の充実を図り，学習・情報センターとしての機能を
強化します。（図書館） 

④観光資源としての活用 

●水郷筑波国定公園を始めとし，表筑波スカイライン（パープルライン），朝日峠
展望公園，小野小町の里など筑波山系の自然と歴史・文化を生かした観光レク

リエーションゾーンの形成を図ります。（商工観光課） 
●市内の文化財の案内や散策ルートの紹介などの広報やパンフレット，インター
ネット活用による情報の提供等を充実します。（文化課，商工観光課，広報広

聴課） 

●市民ガイド制度の導入など地域の人材を生かした案内機能を充実します。（商工
観光課） 
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環境目標 14 環境を守り，はぐくむ，知恵と行動の輪を広げる 

 
■環境の 
現状と課題 

●パートナーシップ等の状況と「環境情報の収集・提供体制の整備」，「環境教育・

環境学習の充実」，「地域的パートナーシップの展開」，「近隣市町村，県，国，

海外との連携の強化」の必要性 

・現在の環境問題は，いろいろな原因が複雑に関係し合って引き起こされており，

解決していくためには，市民，事業者，市（行政）が連携し，それぞれの役割

を適切に分担して協力する緊密なパートナーシップによる“協働”の取組が必

要不可欠です。 

・いくつかの自然保護団体や消費者団体等が組織され，環境保全に関する活動や

学習が行われていますが，市民参加はまだ限られています。事業者や行政も連

携を図るとともに，活動や学習に参加しやすい環境を整える必要があります。 

・コミュニティ活動・環境保全活動等の民間団体*活動の活性化を図るとともに，
主体である市民，事業者，行政が連携し協力するための基盤として，環境関連

の情報や人材を提供することができる仕組みを構築していくことが大切です。 
 

■施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○市民，民間団体＊，事業者，研究者や市などが一体となって環境情報を収集し，

だれもが利用できるよう，地域環境情報をデータベース化します。 
○環境に関する情報発信や交流のためのイベント等を展開します。 

 
 
 
 
 

○学校による環境教育や環境学習を充実し，環境への関心や知識を高めます。 
○環境保全の知識や技術を高める講習会や研修会を幅広く行います。 
○地域の環境を知り，学ぶ，体験型の学習の機会を充実します。 
○環境教育や環境学習を担う人材を育て，活用する仕組みをつくります。 

 

環境目標１４　環境を守り，
はぐくむ，知恵と行動の輪を広げる

市民，民間団体*，事業者，研究者や他の行政の協力によ
る環境情報の収集や蓄積を図るとともに，だれもが利用で
きる情報として整理し，提供します。

主要施策１４－１
環境情報の収集・提供体制の整備

市民による市民のための「持続可能な社会実現のための環
境教育や環境学習」を実践します。

主要施策１４－２
環境教育・環境学習の充実



 118 

 
 

 
 
 
 
 
 

○まちづくり市民会議＊により市民主導のコミュニティ活動を展開します。 
○民間団体＊の活動を支援するとともに，団体間のネットワーク化を図ります。 
○市民，民間団体＊，事業者，市の協働組織を設立し，連携した環境保全等の活

動などを展開します。 
 
 
 

 
 
 
 

○国，県や近隣市町村と連携や協力をして，情報交流や広域的な環境保全等の

対策を展開します。 
○インターネットの利用や広域的イベントへの参加を通じ，市域や国を越えた

交流をはぐくみます。 
 
 

■達成目標 

 
 
・計画期間中に，市民，事業者，市が連携して環境情報の収集や提供体制を整備

し，データベースとして立ち上げます。 

・計画期間中に，地域のリーダーや講師等を登録した人材バンク＊を活用します。 

●環境情報データベースの構築 
●人材バンク制度＊の活用 

各主体や団体における自主的な環境保全等の活動を活性化
するとともに連携の基盤づくりを行います。

主要施策１４－３
地域的パートナーシップの展開

環境問題の広域化などに対応するため，近隣市町村や県，
国，海外との協力関係の強化を図ります。

主要施策１４－４
近隣市町村，県，国，海外との連携の強化
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主要施策14-1 環境情報の収集・提供体制の整備 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，市や民間団体＊と連携し，地域の環境調査等に参加や協力をするととも
に，シンポジウム等の情報発信イベントを地域から展開します。 

●事業者は，市や市民で行う環境調査等に参加や協力をするほか，事業に伴う環
境への負荷等についての情報の収集や提供に努めます。 

●研究者は，専門的な知識や技術を生かし，市や市民が行う環境調査等に協力す
るほか，環境に関する研究成果等の提供に努めます。 

●市は，庁内情報を集約するほか，市民や事業者と連携した環境情報の収集体制
を構築し，情報をデータベースや白書等としてまとめ，市民や事業者等に提供

します。また，市民等による情報発信イベントに協力や支援をします。 

■市民が 
取り組むこと 

①環境調査への参加・協力 

●市や民間団体＊が実施する環境調査等に参加や協力をします。 
●自主的な環境調査等を実施し，地域環境等への知識や理解を深めるとともに，
市や民間団体＊に情報を提供します。 

②情報発信イベント等への参加・協力 

●市民や民間団体＊によるシンポジウムなどの情報発信イベントに参加し，情報の
交換や各主体間の交流を深めます。 

③民間団体＊活動の展開 

●市と連携し，市民参加による環境調査等の企画や運営に取り組みます。 
●情報発信イベント等を率先的に企画し，運営します。 
●民間団体＊で保有するデータを市に提供します。 

■事業者が 
取り組むこと 

①環境調査等への協力 

●市と市民で実施する環境調査等へのボランティア参加や機材の提供，経済的な
支援をします。 

②環境情報の提供体制の充実 

●事業等に伴う環境関連情報の収集や蓄積に努めます。 
●事業者又は事業者団体の保有する環境関連のデータや保全技術等の情報を提供
します。 

●市の保有する事業者情報の開示等に協力します。 
 

 

 

 市民，民間団体＊，事業者，研究者や他の行政の協力による環境情報の収集や

蓄積を図るとともに，だれもが利用できる情報として整理し，提供します。 
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■研究者が 
取り組むこと 

①環境調査等への参加・協力 

●市や民間団体＊が実施する環境調査等に，アドバイザー，指導員等として協力し
ます。 

●環境保全に関する研究成果等を積極的に提供します。 
■市が 
取り組むこと 

①地域的情報収集体制の整備 

●庁内の各課が所有する環境関連の情報を一元的に把握し，集約・管理する仕組
みを整備します。（環境保全課） 

●市民や民間団体＊の参加により，地区ごとの情報収集組織を設置するなど，地域
の環境情報の収集体制を整備します。（環境保全課） 

●民間団体＊や企業などの事業者との連携を強化し，民間団体＊や企業の持つ環境
情報を把握し，収集する体制を整備します。（環境保全課） 

②情報発信イベント等の開催・支援 

●市民や民間団体＊と連携し，環境関連の情報発信の機会となるシンポジウム等の
イベントの企画や運営をし，環境情報の交換や各主体間の交流を深めます。（環

境保全課，環境衛生課） 

●市民や民間団体＊が主催する情報発信イベントに協力や支援をします。（環境保
全課，環境衛生課） 

③環境情報データベースの整備 

●地域の環境情報を始めとして，広範かつ全般的な環境情報を蓄積し，すべての
市民がアクセスし，利用できるデータベースとして整備します。（環境保全課） 

④情報提供体制の充実 

●環境白書（年次報告書）や広報等による環境情報の公表のほか，ホームページ
による情報の公開等，多面的な情報提供体制を整備します。（環境保全課，環

境衛生課） 
●図書館や地区公民館などに地域環境情報コーナーを設置するほか，環境情報を
集約的に収集し，管理する環境情報センターの整備について検討します。（環

境保全課，環境衛生課，図書館） 
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主要施策14-2 環境教育・環境学習の充実 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，自主的な環境学習に努めるほか，様々な環境学習の機会に参加し，地域や
民間団体＊が行う環境教育や環境学習に協力し，知識や技術などを提供します。 

●事業者は，自主的な環境学習に努めるとともに，研修や講習等に積極的に参加し，
事業活動等を生かした環境学習の機会や知識や技術を地域に提供します。 

●研究者は，専門的な知識や技術を生かし，地域の環境教育や環境学習を支援します。 
●市は，学校における環境教育の内容や体制を充実するとともに，市民や事業者に対
する研修や講習，体験型学習等を積極的に展開し，環境に対する意識の高揚や環

境保全の知識や技術の普及を図ります。また，人材バンク＊の運用やあらゆる主体

間の連携を活用するなど，地域的な環境教育や環境学習の推進体制を強化すると

ともに，環境関連資料や情報の集積と環境情報ネットワークの整備を進めます。 

■市民が 
取り組むこと 

①環境教育・環境学習への積極的な参加 

●市や民間団体＊が主催する環境教育や環境学習の機会に積極的に参加します。 
●常日ごろから自主的な環境学習に努めるとともに，家族やサークル等による環
境教育や環境学習を行います。 

●我が家の環境大臣事業＊へ登録するなど，省エネルギー情報の取得に努めます。 
②地域の環境教育・環境学習への協力 

●人材バンク＊に積極的に参加や協力をし，知識や技術を提供します。 
●人材バンク＊の講師やリーダー等の情報交換や交流を進め，相互に知識や技術を
向上します。 

●民間団体＊活動に参加し，地域的な環境教育や環境学習に協力します。 
③民間団体＊活動の展開 

●市と連携し，環境教育や環境学習の企画や運営に参加します。 
■事業者が 
取り組むこと 

①環境教育・環境学習への積極的な参加 

●環境関連の知識や技術を高める研修や講習等を自主的に実施するほか，従業者
への環境教育や環境学習を充実します。 

●行政や業界団体等が主催する研修や講習等に積極的に参加します。 
②地域の環境教育・環境学習への支援・協力 

●工場見学や農業体験など，事業活動を生かした学習の機会を提供します。 
●各種講習や環境教育，環境学習の機会に講師や技術者等を派遣します。 
●地域や民間団体＊のリーダー等の育成を支援します。 
 

 市民による市民のための「持続可能な社会実現のための環境教育や環境学習」

を実践します。 
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■研究者が 
取り組むこと 

①地域の環境教育・環境学習への協力 

●人材バンク＊に積極的に参加や協力をし，専門的な知識や技術を提供します。 
●人材バンク＊の講師やリーダー等の研修や講習会など，地域の人材育成に協力し
ます。 

■市が 
取り組むこと 

①学校等による環境教育・環境学習の充実 

●地域への愛着や環境の保全や創造の大切さを身に付けるため，幼児期からの環
境教育や環境学習を積極的に行います。（環境保全課，環境衛生課，指導課，

こども福祉課，各幼稚園） 

●地域の環境の状況，環境の保全や創造のための仕組み等に関する知識や理解を
深めるため，小・中学校等に向けた副読本等を作成し，環境教育等に活用しま

す。（環境保全課，環境衛生課，指導課） 

●こどもエコクラブ＊の活性化を図るため，各クラブの活動及びクラブ合同のイベ
ント等を支援します。（環境保全課，指導課） 

●教員への環境教育に関する研修を充実します。（環境保全課，指導課） 
②市民，事業者等への環境教育・環境学習の充実 

●広報の充実や各種キャンペーンを積極的に展開し，市民，事業者，市職員の環
境に対する意識の高揚や啓発を図ります。（環境保全課，環境衛生課） 

●各種講習会や研修を積極的に実施し，市民，事業者，市職員への環境の保全や
創造に取り組むための知識や技術の普及を図ります。（環境保全課，環境衛生

課） 

●各地区委員会等と連携し，地域・地区単位による講習や研修等を充実し，身近
な問題に基づく実践的な環境教育や環境学習を展開し，具体的な環境の保全や

創造のための行動やルールの定着を図ります。（環境保全課，環境衛生課） 

●地域・地区単位の環境教育や環境学習の推進に際して，さわやか環境推進員＊の
活用を図ります。（環境保全課，環境衛生課） 

●我が家の環境大臣事業＊への支援等を通じ，家庭生活に焦点をあてた環境保全活
動の情報等の提供を図ります。（環境保全課） 

③体験型学習機会の充実 

●霞ヶ浦水質浄化親子研修会＊，水のたんけん隊＊などの事業を推進し，水質浄化
の意識の啓発を図ります。（環境保全課） 

●地域の自然の観察，農業や里山＊管理の体験，ごみ処理施設や下水処理施設の見
学会，先進自治体への訪問など体験型の学習の機会を充実します。（環境保全

課，環境衛生課，下水道課，農林水産課） 

●地域の里山＊や水辺等を生かし，体験学習の拠点となるビオトープ＊等を整備し
ます。（環境保全課） 

●自然に親しみ学ぶことのできる拠点的な場所の整備を検討します。（環境保全課） 
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④地域的な環境教育・環境学習の推進体制の整備 

●環境教育や環境学習に関する学校間の連携，高等学校，大学，大学院，研究機
関等との連携，市民，民間団体＊，事業者等あらゆる主体の連携を図ります。（環

境保全課，環境衛生課） 

●市職員による出前講座＊などにより，行政の持つ環境関連の知識や技術を広く市
民に提供する体制を充実します。（環境保全課，環境衛生課，生涯学習課） 

●環境に関する知識や技術を地域で共有するため，地域の講師やリーダー等の人
材や広く専門分野の協力者等を登録する人材バンク制度＊を活用します。（環境

保全課，生涯学習課） 

●講師やリーダー等の人材を育成するため，各種講習や研修を実施するほか，人
材相互の交流や情報交換を支援します。（環境保全課，生涯学習課） 

⑤資料・情報等の充実 

●環境関連の図書や資料，郷土史や映像など地域の環境資料等を充実し，インタ
ーネットを活用した環境情報ネットワークを構築するとともに，環境教育や環

境学習に必要な機材等を常備し，だれもが利用できる体制を整備します。（環

境保全課，環境衛生課，図書館） 

●自主的な環境学習を推進するため，環境学習の施設や場所等の紹介，ノウハウ
の提供など資料や情報を提供します。（環境保全課，環境衛生課，図書館） 
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主要施策14-3 地域的パートナーシップの展開 

■施策の方針 
 

 

●市民は，地域のコミュニティ活動に参加や協力をし，地域的な環境保全等の活
動に積極的に取り組みます。 

●事業者は，環境保全等に関する事業者相互の交流を深め，協働組織等に参加す
るとともに，地域の環境保全活動に参加や協力をします。 

●研究者は，専門的な知識や技術を生かし，地域の団体活動等を支援します。 
●市は，環境保全等に関する庁内の横断的体制を築き，まちづくり市民会議＊（各
地区市民委員会）などのコミュニティ組織や市民団体などの民間団体＊，事業

者等の取り組む環境保全等の活動への協力や支援をします。また，各主体の連

携や交流を取り持ち，協働事業の企画や活動を支援するほか，地域マネー＊や

顕彰制度など，地域的連携をはぐくむ新たな制度等を検討します。 

■市民が 
取り組むこと 

①コミュニティ活動への参加・協力 

●町内会に加入するとともに地域との交流を深めます。 
●コミュニティのルールや役割分担に基づき，適切な環境保全等の活動を推進し
ます。 

●地域のコミュニティ活動に積極的に参加し，地域の環境保全等の活動の企画や
運営に取り組みます。 

②その他の民間団体＊活動への参加・協力 

●民間団体＊活動に参加や協力をし，地域的な環境保全等の活動への参加や支援に
取り組みます。 

③地域と密着した民間団体＊活動の展開 

●市やまちづくり市民会議＊（各地区市民委員会）と連携し，地域的な環境保全等
の活動への参加や支援をします。 

●広く市民の参加が図れるよう，幅の広い様々な参加形態を持つ活動を展開します。 
■事業者が 
取り組むこと 

①事業者共同組織等への参加・協力 

●環境の保全や創造に向けた事業者共同組織等の設立に参加や協力をします。 
●事業者相互の連携や情報交流を促進し，協働による環境保全等の活動に取り組
みます。 

②地域環境保全活動への参加・協力 

●市やまちづくり市民会議＊（各地区市民委員会）等と連携し，地域的な環境保全
等の活動への参加や支援などを図ります。 

 
 

 各主体や団体における自主的な環境保全等の活動を活性化するとともに連携

の基盤づくりを行います。 
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■研究者が 
取り組むこと   ①地域の団体活動等への協力 

●市民や事業者の団体活動等に参加や協力をし，環境保全等の活動を展開する上
での知識や技術の提供，アドバイザー等として活動を支援します。 

■市が 
取り組むこと 

①コミュニティ組織を含む民間団体＊活動の活性化と連携の育成 

●コミュニティ活動の推進組織となる「まちづくり市民会議＊（各地区市民委員会）」
等を支援し，活動の活性化を図ります。（市民活動課，各コミュニティセンター） 

●まちづくり計画や行政施策の策定段階において，ワークショップ＊や懇談会など
により，積極的な市民参加を展開します。（環境保全課） 

●環境関連の活動を行っている民間団体＊の組織と活動内容を把握します。（環境
保全課，環境衛生課） 

●民間団体＊の組織や活動内容の広報，環境関連の活動への参加希望者への紹介や
斡旋などの支援を行うほか，指導者の派遣，地区ごとの活動拠点の設置，パソ

コン等必要機材の貸与，経済的な支援制度等を検討します。（環境保全課） 

●民間団体＊間の連携や情報交換の基盤となる協議会等を構築するとともに，まち
づくり市民会議＊（各地区市民委員会）等と連携する仕組みをつくります。（環

境保全課） 

②事業者活動の活性化と連携の育成 

●商工会議所や JA，生協，漁協等の業界団体と連携し，事業者による環境保全等
の活動の支援体制を構築します。（環境保全課） 

●事業者間の連携や情報交換の基盤となる協議会等を構築するとともに，まちづ
くり市民会議＊（各地区市民委員会）等と連携する仕組みをつくります。（環境

保全課） 
●公共事業の入札に当たっては，総合評価落札方式の導入を検討します。（管財課） 
③庁内調整組織の形成 

●環境関連の施策を庁内横断的に展開するため，土浦市環境政策推進会議＊を組織
し，庁内の連携や調整を図ります。（環境保全課） 

④地域協働組織の形成 

●地域ぐるみの環境保全等の活動を展開していくため，市民，民間団体＊，事業者，
行政を連携する環境関連の総合的な連絡・調整組織を構築します。（環境保全課） 

⑤協働プロジェクトへの支援 

●まちづくり市民会議＊（各地区市民委員会）等や民間団体＊と連携し，地域ぐる
みの環境保全等の活動を育成していくための協働事業やイベント等の企画や

活動の支援をします。（環境保全課） 

⑥地域マネー＊・顕彰制度等の検討 

●ボランティア等への参加意欲をはぐくみ，市民参加型の環境保全等の活動の活
性化を促すため，地域マネー制度＊を検討します。（環境保全課） 

●環境保全等の活動に貢献した個人や組織に対する顕彰制度等を検討します。（環
境保全課，環境衛生課） 
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主要施策14-4 近隣市町村，県，国，海外との連携の強化 

 
■施策の方針 
 
 

●市民は，積極的に他市町村や海外との情報交換等を行い，広域的なイベントや
環境保全活動等に参加や協力をします。 

●事業者は，積極的に他市町村や海外の事業者との情報交換等を行い，広域的な
イベントや環境保全活動等に参加や協力をします。 

●研究者は，専門的な知識や技術を生かし，民間団体＊活動を支援するほか，広域
的な研究者間の交流や研究活動等に参加し，環境保全等の活動に貢献します。 

●市は，近隣市町村や県，国，海外と連携した広域的な環境行政を展開するとと
もに，市民や事業者の広域的な環境保全等の活動に対し，参加機会に関する情

報提供やイベントの企画等，交流促進を支援します。 

■市民が 
取り組むこと 

①広域的な環境保全活動等への参加 

●インターネット等を活用し，他市町村や海外の市民等との環境関連情報の交換，
環境に関する意見の交換等を行います。 

●広域的な活動を展開している民間団体＊のイベントや環境保全等の活動に参加

します。 

●県や国で実施しているイベントや環境保全等の活動に参加します。 
●海外へのボランティア派遣や募金活動等の国際的支援事業等に参加や協力をし
ます。 

■事業者が 
取り組むこと 

①広域的な環境保全活動等への参加 

●他市町村や海外の事業者との環境関連情報や技術を交換し，協働による環境保
全等の活動や事業等を展開します。 

●県や国で実施している環境の保全や創造のための施策やイベント等に参加や協
力をします。 

●広域的な活動を展開している民間団体＊の環境保全等の活動を支援します。 
●海外へのボランティア派遣や募金活動等の国際的支援事業等に参加や協力をし
ます。 

■研究者が 
取り組むこと 

①広域的な環境保全活動等への参加 

●他市町村や海外の研究者との研究成果等の交換を行い，知識や技術の一層の蓄
積や共有化を図ります。 

●広域的な民間団体＊による環境保全活動に参加や協力をし，知識や技術の提供や

 環境問題の広域化などに対応するため，近隣市町村や県，国，海外との協力関

係の強化を図ります。 
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アドバイザー等として，活動を支援します。 

●環境に関する広域的，国際的な会議や研究活動等に参加し，専門的な立場から
環境保全活動に貢献します。 

■市が 
取り組むこと 

①近隣市町村との連携の強化 

●霞ヶ浦流域市町村で組織している霞ヶ浦問題協議会の活動を積極的に展開し，
霞ヶ浦の湖沼環境の保全や創造に関する情報交換，交流や広域的な保全施策等

の展開を図ります。（環境保全課） 

●その他広域的な対応が必要な環境施策については，県や関係市町村と連携して
取り組みます。（環境保全課） 

②国・県との連携・協力関係の強化 

●国や県で実施する上位の環境保全施策との整合を図り，市の環境施策を展開し
ます。（環境保全課） 

●国や県で実施する事業への参加を図り，市の意向や要望の反映に努めます。（環
境保全課，環境衛生課） 

●茨城県霞ケ浦環境科学センター＊との連携により，調査研究，環境学習，市民活
動への支援などを通した霞ヶ浦や河川の環境施策を推進します。（環境保全課） 

③環境姉妹都市の提携の検討 

●本市と同様な環境にある海外都市等との交流をはぐくむため，姉妹都市等の提
携を検討します。（環境保全課，環境衛生課） 

④市民・事業者の広域的な活動への支援 

●市民や事業者に対し，国や県など広域的なイベントや環境保全等の活動につい
ての情報を提供します。（環境保全課，環境衛生課） 

●他市町村民等との交流をはぐくむため，交流イベントや共同事業等を企画し，
実施します。（環境保全課） 

●市民や事業者の国際的な交流を促進するため，地球環境問題や各種環境の保全
や創造に関するイベントへの参加機会に関する情報を提供します。（環境保全

課，環境衛生課） 
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第 5章 計画の推進と進行管理 

第 1節 組織 

 市民，事業者，市の連携による計画の着実な推進と進行の管理を図るため，

次の組織において，各主体間の連携や調整，この計画の進行状況の評価や見直

し等を行います。 

 

■環境審議会 

 土浦市環境基本条例に基づき，環境審議会＊（市民，学識経験者，産業界の

代表，市議会議員で構成）において，この計画の見直し及び改定に際して意見

を求めます。 

 

■環境計画進行 

管理委員会 

 土浦市環境基本条例に基づき，有識者からなる環境計画進行管理委員会＊を

組織し，この計画の進行状況についての専門的な評価や助言を求めます。 

 

■環境基本計画 

推進協議会 

 環境基本計画推進協議会＊において，市民，市民団体，事業者が連携し相互

調整を行います。 

環境基本計画推進協議会＊は，地域ごとの市民活動組織であるまちづくり市

民会議＊の環境部会を母体として，公募市民，市民団体，事業者の代表等のメ

ンバーにより構成しています。 

 

■環境政策推進 

会議 

 環境政策推進会議＊において，環境施策の推進等に関し庁内横断的に取組を

進めます。
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第 2節 推進体制 

 

■組織体制 

環境基本計画推進協議会＊と環境政策推進会議＊との連携により，市民，市民

団体，事業者，市が一体となった協働体制を築き，この計画を推進します。 

市民は，環境基本計画推進協議会＊の下，まちづくり市民会議＊（環境部会）

を中心に，その下部組織である地区市民委員会や町内会等によるコミュニティ

活動などを通して環境保全等の取組を展開します。 

市民団体や事業者は，市民団体間や事業者間のネットワークをそれぞれ形成

し，環境基本計画推進協議会＊に参加する市民団体や事業者団体等の代表を通

じて，市民や市と連携した環境保全の取組を展開します。 

市は，環境政策推進会議＊と環境基本計画推進協議会＊との連携を通じて，市

民，市民団体や事業者との緊密な関係を構築し，協働による環境保全等の取組

や適切な支援施策等の展開を図ります。 

 

※この章では，この計画を推進するために環境基本計画推進協議会＊の組織構

成上，本来は（いずれも）民間団体＊に位置付けられる市民団体，まちづく

り市民会議＊（コミュニティ団体）等を分けてあります。 

■組織図（計画の推進体制） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国・県への 

提言等 

 霞ヶ浦の水質浄化など市単独での対策が困難な事項については，対策の実

施状況や環境の改善状況等を踏まえ，必要に応じて，国・県の取組を促した

り，協力を求めたりする提言等を行います。 

■規制・誘導 

手法の導入 

良好な環境を保全や創造する上で，特に重要となる取組については，より

着実な施策の推進を図るため，今後の個別計画等において条例等による規制

や誘導手法の導入を検討します。 

また，環境への負荷責任に応じた費用負担のあり方など，環境保全に資す

る経済的な手法の導入等についても検討を進めます。 

環境基本計画 

環 境 基 本 計 画 推 進 協 議 会
＊
 

環境政策 

推進会議 

各
課 

各
課 

各
課 

まちづくり市民

会議(環境部会) 

地区市民委員会 

（地域ごとの取組） 

市
民 

市
民 

市
民 

主な市民団体 

市
民
団
体 

市
民
団
体 

市
民
団
体 

事
業
者 

事
業
者 

事
業
者 

主な事業者 

団体等 

市 民 市民団体 事業者 行 政 
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さらに，市民，市民団体や事業者等の環境の保全や創造に関する活動を支

援する助成制度の導入について検討します。 

■財政的な措置 

 本計画を着実に推進するため，施策の実施に当たって必要となる財源につ

いては，適切な財政的な措置を講じます。また，緑化基金＊など既存の財政的

な基盤を充実させ，その活用方法を検討するとともに，市民，事業者，滞在

者などの協力による新たな財源の確保について検討します。 

 

第 3節 進行・管理体制 

 PLAN(計画する)，DO（実行する），CHECK（チェックする），ACTION(見直す)を基本とする，計画

の着実な遂行を図るため，次の体制により進行管理を行います。 

 

■進捗状況 

の把握 

●行政によるモニタリング＊体制の強化 

 大気，水質等の達成目標については，モニタリング＊調査等により進捗状況

を定期的に把握するとともに，各行政施策についても担当部署に対し，環境

政策推進会議＊を通じ，進捗状況について把握します。 

●市民参加による環境調査等の実施 

 自然環境の状況など，市民や市民団体の参加や協力による，きめの細かい

環境情報の収集体制を整備します。また，市民や市民団体が自主的に行う調

査の結果についても，市民や市民団体と協力し，情報を集積・整理する仕組

みを構築します。 

●環境政策推進会議＊と環境基本計画推進協議会＊との連携による各主体の

取組状況の把握 

 シーズプロジェクトを中心に，特に重要な取組については，環境政策推進

会議＊や環境基本計画推進協議会＊において，市民や事業者，滞在者等の環境

保全の取組を把握・整理します。また，アンケートや環境モニター等により

調査を行い，普及や達成状況等について把握します。 

●目標の達成状況の評価指標 

この計画の環境目標のほか，今後作られる個別計画に掲げられる目標も進

行管理上の指標として捉えます。個別計画においては，客観的な指標となる

数値目標の設定に努めます。 

■進捗状況の 

評価・公表 

 計画の進捗状況の評価については，環境基本計画推進協議会＊と環境政策推

進会議＊と共同で，各主体の取組の問題点や課題等を整理します。 

 整理されたモニタリング＊調査結果，問題点や課題等は，環境計画進行管理

委員会＊に諮り，専門的な見地からの意見や提言を基に環境白書（年次報告書）

としてとりまとめ，公表します。 

■計画の見直 

し・改定と課 

題等への対応 

●年次ごとの環境保全活動・施策の見直し 

市は，環境白書（年次報告書）による進捗状況の評価や課題を踏まえた環
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境施策の見直し方針を立て，環境基本計画推進協議会＊と環境政策推進会議＊

との連携により，次年度以降の環境関連施策や各主体の取組への反映を図り

ます。 

●行政施策への反映 

環境白書（年次報告書）を踏まえ，環境基本計画推進協議会＊との連携を図

りながら，環境政策推進会議＊による環境施策の見直し，進行体制の再構築等

を検討し，課題等への対応を図ります。 

●市民・事業者の取組への反映 

環境白書（年次報告書）を踏まえ，環境政策推進会議＊との連携を図りなが

ら，環境基本計画推進協議会＊を通じて，個人や地域レベルでの市民，市民団

体や事業者の取組を推進します。 

●環境基本計画の見直し・改定 

環境基本計画は，計画策定年度から 5年を目途に見直しを図り，また，10

年を目途に改定を図ります。 

改定案は，市民の意見反映に努めながら，環境基本計画推進協議会＊及び環

境政策推進会議＊で検討し，環境審議会＊の意見を聴いて環境基本計画の見直

し・改定内容を決定します。ただし，計画の進行管理上の軽微な見直しにつ

いては，環境計画進行管理委員会＊の意見を聴いて対応します。 

また，速やかな対応が必要な新たな課題等の発生，技術革新等に伴う環境

保全施策の転換などに際しては，重要性や緊急性などの必要の度合いに応じ

て柔軟に対応し，その都度環境審議会＊などの意見を聴いて，計画の見直しを

図ります。 

■進行・管理の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

環境基本計画
（計画本体）

環境白書（年次報告書）の作成
次年度以降の取組の見直し

Ａｃｔｉｏｎ－Ⅱ（見直しの概ね5年後）
【環境基本計画の改定】

環境審議会

Ｄｏ
【施策の展開】

環境政策
推進会議

環境基本計画
推進協議会

行政 市民
市民
団体

事業者 滞在者

Ａｃｔｉｏｎ－Ⅰ(年次ごと)
【評価・課題等のまとめ】

環境計画進行管理委員会

環境政策
推進会議

環境基本計画
推進協議会

Ｃｈｅｃｋ
【進捗状況の把握】

（モニタリング・進捗状況調査）

事業者

市民団体

市民

市

年次ごと 見直しの概ね5年後
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第 4節 シーズ・プロジェクト 

 

 ■方針 

本計画に掲げる環境目標を達成していくためには，市民，事業者，行政が連携し，相

互に協力する協働体制を築いていかなければなりません。そのためには，各主体が具体

的な行動を起こし，成果を積み重ね，主体間の信頼関係を徐々にはぐくんでいく必要が

あります。 

 各主体が取組を進めるとともに，その連携をはぐくむことで，重点的に取組を進めて

いく必要のある分野について，「シーズプロジェクト」を定めました。 

 

■シーズ・プロ 

ジェクトとは 

このプロジェクトの名称のシーズとは「種」を意味しています。種から芽が出て，木

となり，やがて枝葉が育つように，このシーズ・プロジェクトの推進に伴い，主体間の

連携がはぐくまれ，協働による事業がさらに進展するとともに，自主的な環境保全等の

取組が幅広く展開していくことを目指すものです。 

 

■シーズ・プロ 

ジェクトのねらい 

シーズ・プロジェクトでは，市民生活や事業活動に関わりが深く，あるいは協働によ

る取組が不可欠となる 5つを主要施策としてとらえ，考えられる主な取組内容と役割

分担を明確にしました。 

 また，シーズ・プロジェクトでは，プロジェクトの推進を通じ，人材や組織，ある

いは制度やデータバンクなど，基礎的な活動基盤を構築することも目指しています。 

 

■シーズ・プロ 

ジェクトの取組 

環境基本計画策定後に，シーズ・プロジェクトに定める市の取組については，各担当

部署の施策として継続的に取組を行ってきました。市民・事業者の取組については，市

民，市民団体，事業者が連携し，相互調整を行う組織として「環境基本計画推進協議会
＊」を設立し，そこで協議を行ってきました。同協議会では，自然共生・まち部会，循

環型社会形成部会，参加・学習部会を立ち上げ，それぞれ取組を進めています。また，

これ以外にも市民の取組として，土浦市家庭排水浄化推進協議会＊等と市で連携し，水

質保全活動を行うなどの取組を行ってきましが，取組の内容，広がりとも課題があり，

今後も継続的に取組を進めていく必要があります。 

本節では，市民，事業者，市の取組の現状を踏まえ，計画の後半の 5年間で各主体

が取り組むべき内容をとりまとめました。 

 

■シーズ・プロジェクト 

プロジェクト1 水質浄化の推進 

プロジェクト2 省エネルギー化及び新エネルギー＊利用の推進 

プロジェクト3 ごみの発生抑制，排出抑制，再使用及び再生利用の推進 

プロジェクト4 ビオトープ＊の整備及び生態系の保護 

プロジェクト5 環境教育及び環境学習の充実 



 

 
134 

 

プロジェクト 1 水質浄化の推進 

 霞ヶ浦及びその流域河川の水質の汚濁は，かねてから地域の大きな環境問題として取り上げら

れ，環境基本計画策定後は更なる取組が進められてきましたが，水質は横ばい状態であり，今後，

より一層のきめ細かな水質浄化対策の推進が求められています。 

 土浦市家庭排水浄化推進協議会＊等と環境政策推進会議＊の連携と主導により，市民，市民団体，

事業者及び市の協働による河川等の流域特性に応じた水質浄化の取組を推進するため，次の施策

を先導的に展開することとします。 

 

■先導施策 

●市民参加による水系・水質等調査の実施 

・市内の河川や都市下水路等について，水源や流下先を調査し，水系図とし

て取りまとめます。 

・水系図に基づき流域を細区分し，水質の状況や汚濁負荷の特性等を継続的

に調査します。 

●新たな生活排水対策推進計画＊の策定 

・霞ヶ浦湖沼水質保全計画の改定内容を踏まえるとともに，市民による水系・

水質等調査等の結果を活用して，市と市民により，市の新たな生活排水対

策推進計画＊を作成し，流域特性に応じた達成目標や取組施策を設定するな

ど，よりきめ細かな水質浄化施策の再構築を図ります。 

●市民による水質浄化対策の強化 

・土浦市家庭排水浄化推進協議会＊やまちづくり市民会議＊（各地区市民委員

会）等と市との連携により，霞ヶ浦湖沼水質保全計画＊等や生活排水対策推

進計画＊に基づく，河川等の流域特性に応じた市民や地域による家庭排水浄

化対策等を普及するとともに，市民と他の主体との協働による水質浄化活

動等を展開します。 

●事業者による水質浄化対策の強化 

・事業者団体等と市との連携により，霞ヶ浦湖沼水質保全計画＊等や生活排水

対策推進計画＊に則した河川等の流域特性に応じた事業者の水質浄化対策

を普及し，指導していくための体制を構築するとともに，事業者と他の主

体との協働による水質浄化活動等を展開します。 

●下水処理施設の整備推進 

・霞ヶ浦湖沼水質保全計画等＊や生活排水対策推進計画＊に基づき，下水処理

施設の整備プログラムを策定し，公共下水道や農業集落排水施設の整備，

高度処理型合併処理浄化槽＊の設置などを推進し，効率的な窒素＊及びりん

＊の除去を図ります。 
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■施策の展開と役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が 

取り組むこと 

●水系・水質調査への参加や協力 

●生活排水対策推進計画＊策定への参加や協力 

●家庭排水浄化推進協議会＊等の活動への参加や協力 

●河川流域別の家庭排水対策の推進 

●歩道や側溝等の清掃による路面排水対策の推進 

●高度処理型合併処理浄化槽＊導入の促進 

事業者が 

取り組むこと 

●事業者への指導・普及体制の構築（事業者団体） 

●河川流域別の事業者水質浄化対策の推進 

市が 

取り組むこと 

●市民参加による水系・水質調査の企画・運営（環境保全課） 

●生活排水対策推進計画＊の策定（環境保全課） 

●家庭排水浄化推進協議会＊等への支援（環境保全課） 

●道路等の清掃による路面排水対策の推進（道路管理課，下水道課，環境衛生課） 

●事業者への指導・普及体制の構築（環境保全課，下水道課，農林水産課，耕地課） 

●河川の流域特性を踏まえた下水処理施設の整備プログラムの策定（下水道課，耕地課） 

●整備プログラムに沿った下水処理施設（公共下水道・農業集落排水施設・高度

処理型合併処理浄化槽＊）の整備推進及び普及促進（下水道課，耕地課，環境衛

生課） 

 

■実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参加による水系・水質調査
(市・市民)

生活排水対策推進計画の策定
（市・市民）

家庭排水浄化推進協議会等を中心とした
活動の推進（市民・市）

河川流域別の家庭排水対策の推進
　　　（市民）

歩道、側溝、道路等の清掃による路面排水
対策の推進（市民・市）

事業者への指導・普及体制の構築
（市・事業者団体）

河川流域別事業者水質浄化対策の推進
　　（事業者）

下水処理施設整備プログラムの策定
（市）

下水処理施設の整備推進・普及促進
（市）

中間年次 目標年次

新しい生活排水対策推進計画による活動の推進

新しい生活排水対策推進計画による活動の推進

新しい生活排水対策推進計画による活動の推進

現行の活動の継続

現行の活動の継続

行動計画等に基づく個別の取組

生活排水対策
推進計画

（流域別目標・重点
施策の設定）

家庭排水浄化
推進協議会等
の活動の推進

事業者への
指導・普及体制
の構築

食用廃油の使い切り等の推進

窒素・りんの
除去可能な

下水処理施設整備
プログラム対策

河川流域別の
事業者水質

浄化対策の推進

河川流域別の
家庭排水対策
の推進 水生植物の再生活動などの推進

農業・漁業による汚染負荷対策の推進

公共下水道整備の推進

工場などによる排水の適正化などの推進

農業集落排水施設の整備の推進

高度処理型合併処理浄化槽の普及促進

歩道や側溝等の清掃による路面排水対策の推進

市民参加による
水系・水質調査
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プロジェクト 2 省エネルギー化及び新エネルギー利用の推進 

 地球温暖化防止対策として，主たる温室効果ガス＊である二酸化炭素＊の排出を抑制するため，

二酸化炭素＊排出割合が最も大きいとされるエネルギー消費の抑制対策の着実な実行が求められ

ています。 

 環境基本計画推進協議会＊と環境政策推進会議＊の連携と主導により，市民，事業者，市それぞ

れの主体が，自らの取組の状況を把握しながら，より実効的に省エネルギー化・新エネルギー＊

利用を推進していくため，次の施策を先導的に展開することとします。 

 

■先導施策 

●市役所内における省エネルギー化の推進 

・市役所環境保全率先実行計画＊及び環境マネジメントシステム＊（ISO＊

14001）に基づき，市の事務・事業における省エネルギー化等の地球温暖

化対策を着実に推進します。 

・年次ごとの実践状況や削減結果等を公表し，評価や見直しを継続するとと

もに，家庭や事業者の省エネルギー活動を啓発します。 

●地球温暖化対策地域推進計画＊の検討 

・市域の温室効果ガス＊排出量の将来目標と市民，事業者，市の各主体が取り

組むべき事項を定めた地球温暖化対策地域推進計画＊を策定し，総合的な温

室効果ガス＊排出削減対策について検討します。 

●市民による省エネルギー活動の推進 

・まちづくり市民会議＊（各地区市民委員会）等と市との連携により，省エネ

ルギー活動等の普及体制を構築し，市民や地域による省エネルギー意識や

技術の普及活動などを展開します。 

・環境家計簿＊を引き続き実施し，市民の省エネルギーの取組状況や削減効果

を把握します。 

●事業者による省エネルギー活動等の普及 

・事業者団体等と市との連携により，事業者間の交流や協力体制を強化し，

省エネルギー等に関する情報交換，技術の共有化や環境管理システム＊導入

の促進，さらには共同事業の展開など，省エネルギー活動等の取組を普及

します。 

●新エネルギー＊利用の推進 

・現状のエネルギー供給状況を見直し，より環境負荷が低く，クリーンなエ

ネルギーの利用を拡大するため，市民，事業者，市が取り組む総合的な新

エネルギー＊施策を策定します。 

・計画では，現状を踏まえた各主体の省エネルギー化や新エネルギー＊利用の

達成目標を明らかにし，その実現に向けた補助事業等，具体的な施策の展

開を図ります。 
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■施策の展開と役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が 

取り組むこと 

●自主的な省エネルギー活動等の実践 

●まちづくり市民会議＊等による省エネルギー活動等の普及 

●環境家計簿＊の実施 

●太陽光発電など家庭による新エネルギー＊利用の推進 

事業者が 

取り組むこと 

●事業者団体等による事業者交流の活発化や協力体制の強化 

●省エネルギー情報の交換や技術の共有，環境管理システムの導入と共同事業

の展開 

●コージェネレーションシステム＊などの省エネルギーの導入や太陽光発電な

どの新エネルギー＊利用の推進 

市が 

取り組むこと 

●市役所環境保全率先実行計画＊及び環境マネジメントシステム＊（ISO＊

14001）による市の事務・事業の省エネルギー等の推進（環境保全課） 

●まちづくり市民会議＊，各地区市民委員会や事業者団体等への支援（環境保

全課，市民活動課） 

●環境家計簿＊の普及（環境保全課） 

●地球温暖化対策地域推進計画＊の検討（環境保全課） 

●新エネルギー＊ビジョンの策定（環境保全課） 

●公共施設による新エネルギー＊利用の推進（環境保全課，管財課，学務課，

住宅営繕課，水道部業務課，消防本部総務課，） 

●新エネルギー＊利用支援体制の構築（環境保全課） 

 

■実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所環境
保全率先
実行計画、

環境マネジメント
システム

新エネルギー
ビジョン

市の事務・事業における省エネルギー等の推進

まちづくり市民会議等による
市民の省エネルギー活動などの普及

公共施設の新エネルギー利用の推進

省エネルギー意識の
啓発、技術の普及

事業者による省エネルギー化等の推進

家庭による新エネルギー利用の推進

事業者による新エネルギー利用の推進

事業者団体を通じた事業者間の
交流や協力体制の強化

環境家計簿、
省エネルギー活動の実践

地球温暖化対策
地域推進計画

まちづくり市民会議等による
市民の省エネルギー活動などの普及

市役所環境保全率先実行計画及び環境マネジメントシステ
ム（ISO14001）に基づく省エネルギー等の推進

（市）

地球温暖化対策地域推進計画の検討
（市）

まちづくり市民会議等による市民の省エネルギー活動など
の普及体制の構築

（市民・市）

個人や地域等による省エネルギー活動の展開
（市民）

環境家計簿の実施
（市・市民）

事業者団体を通じた事業者の交流の活発化や協力体制の
強化（事業者・市）

省エネルギー化情報交換.技術の共有や環境管理システム
の導入の促進
（事業者・市）

事業者間の共同事業の展開
（事業者）

新エネルギービジョンの策定
（市）

公共施設の新エネルギー化推進
（市）

新エネルギー利用支援体制の構築
（市）

家庭・事業者の新エネルギー利用
（市民・事業者）

中間年次 目標年次

現状の取組の継続 地球温暖化対策地域推進計画に基づく取組

地球温暖化対策地域推進計画に
基づく取組

地球温暖化対策地域推進計画に
基づく取組

新エネルギービジョンに基づく取組

新エネルギービジョンに基づく取組
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プロジェクト 3 ごみの発生抑制，排出抑制，再使用及び再生利用の推進 

 全国的にごみの最終処分場の残余年数はひっ迫した状況にあり，また，ごみ焼却に伴う温室効

果ガス＊の排出やダイオキシン類＊の拡散が懸念されるなど，ごみ排出に伴う環境負荷は依然大き

く，私たちは早急なごみ問題への対応を迫られています。市では，平成 14年 9月に「土浦市ご

み処理基本計画＊」を策定し，総合的な対策を進めています。同計画は，平成 18年度中に見直し

を行う予定であり，シーズ・プロジェクトでは，引き続き同計画と連動してごみの発生抑制，排

出抑制，再使用及び再生利用等の取組を進めていきます。 

 環境基本計画推進協議会＊と環境政策推進会議＊の連携と主導の下に，循環を基本としたごみの

出ない社会へと転換を果たしていくための基盤づくりとして，次の施策を先導的に展開すること

とします。 

■先導施策 

●市役所内におけるごみ対策の推進 

・市役所環境保全率先実行計画＊及び環境マネジメントシステム＊（ISO＊

14001）に基づき，庁舎等からのごみの発生抑制，排出抑制，再使用，再

生利用を着実に推進します。 

・年次ごとの対策の実践状況や削減結果等を公表し，市民や事業者のごみ処

理に対する意識啓発を図ります。 

●ごみ処理基本計画＊に基づく施策の推進の策定 

・ごみ処理基本計画＊に定めるごみの総排出量，リサイクル率等の目標値の達

成に向け，ごみの発生抑制，排出抑制，再使用，再生利用を一層推進する

ための市民，事業者，市の取組を推進します。 

●市民による家庭ごみ減量化・リサイクル活動の展開 

・まちづくり市民会議＊（各地区市民委員会）やさわやか環境推進員＊等と市

との連携により，ごみ減量化等活動体制を強化し，市民や地域によるごみ

出しルールの徹底やごみの組成調査，分別の細分化，集団回収の拡大など

の活動を展開します。 

・家庭で生じた不要品の譲渡の仲介，フリーマーケットやエコショップ＊の紹

介など，リサイクル関連情報を提供するホームページや掲示板等を開設し，

また地域によるごみ減量化やリサイクル活動の情報交換の場として活用し

ます。 

●複数の事業者による共同回収やリサイクル等の実施 

・事業者団体等と市との連携により，事業者間の環境保全に関する情報交換，

資源物の相互利用や共同回収などの共同事業を展開するとともに，事業者

と市民や地域が一帯となった協働事業を展開し，ごみの発生抑制，排出抑

制，再利用，再生利用を推進します。 

●生ごみたい肥化事業の実施 

・庁舎内，公共施設に生ごみ処理機を導入し，生ごみのたい肥化を実施しま

す。 

●剪定枝のチップ化事業の検討 
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■施策の展開と役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が 

取り組むこと 

●まちづくり市民会議＊等による家庭ごみ減量化等活動体制の強化 

●地域によるごみ減量化・リサイクル活動 

（ごみ出しの適正化・集団回収，リサイクル活動，ホームページ等の開設等） 

事業者が 

取り組むこと 

●事業者共同事業体制の確立 

●事業ごみの共同回収やリサイクルの推進 

●市民や地域との協働事業の展開 

市が 

取り組むこと 

●市役所環境保全率先実行計画＊及び環境マネジメントシステム＊（ISO＊14001）によ

る庁内発生ごみの着実な削減（環境保全課，環境衛生課，管財課） 

●ごみ処理基本計画＊に基づく施策の推進（環境衛生課） 

●インターネットのホームページ利用によるリサイクル情報の案内や掲示（環境衛生課） 

●まちづくり市民会議＊や事業者共同事業への支援（環境衛生課） 

●剪定枝のチップ化事業の検討（環境衛生課） 

 

 

■実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所環境保全率先実行計画及び環境マネ
ジメントシステム（ISO14001）に基づく庁舎内

発生ごみの削減(市)

ごみ処理基本計画に基づく施策の推進
及び計画の見直し（市）

リサイクル情報案内ＨＰの作成
（市民）

まちづくり市民会議等による家庭ごみ減量化
等活動体制の強化（市民・市）

地域によるごみ減量化・リサイクル活動の展
開

（市民）

事業者ごみの共同回収・リサイクルの共同事
業体制の確立と推進　　（事業者）

市民や地域とのリサイクル等の共同事業の
展開

中間年次 目標年次

見直し

作成 運用

確立 推進

市役所環境
保全率先
実行計画、

環境マネジメントシ
ステム

ごみ処理
基本計画

庁舎等ごみ減量化・資
源化活動

まちづくり市民会議等
による家庭ごみ減量化
等活動体制の強化

分別の細分・徹底

事業者間の
共同事業体制の確立

リサイクル情報案内
ＨＰ（ホームページ）
の作成など

公共施設における生ごみのたい肥化推進・
農業との連携強化

ごみ分別・ごみ出しルールの徹底

集団回収等の地域的活動の拡大などの促進

組成調査など・ごみ排出などの実態調査

不用品譲渡、フリーマーケットなどの促進

事業者ごみの共同回収やリサイクル等の展開

市民や地域との共同事業の展開
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プロジェクト 4 ビオトープの整備及び生態系の保護 

 霞ヶ浦や河川，ため池などの水辺や平地林，斜面林など里山＊の緑は，様々な生き物の生息を支

える地域の貴重な自然環境となっていますが，水質の悪化や農業の衰退などにより，徐々に豊か

な自然が減少し，里山＊などの荒廃化が進んでいます。市では，平成 14～15年の 2ヶ年にかけ

て，里地・里山＊の自然環境の実態を把握するために，市民参加による自然環境調査を行いました。

今後は，この調査結果を活かして，里地・里山＊の整備・管理や市域の緑のネットワーク化などの

取組を市民と協働で進め，自然環境の保全を図るとともに環境教育や環境学習等の場として活用

していくことが必要と考えられます。 

 環境基本計画推進協議会＊と環境政策推進会議＊の連携と主導の下に，地域の自然を市民自らが

維持，管理し，地域の共有財産として引き継いでいくための仕組みをつくるため，次の施策を先

導的に展開することとします。 

■先導施策 

●市民参加による自然環境実態調査の実施 

・新治地区について市民参加による自然環境実態調査を実施し，地域の良好

な里山＊，谷津田＊，湧水池，ため池，その他の水辺などの自然環境資源を

抽出し，自然環境情報図としてまとめます。 

●市民によるビオトープ＊等の整備・保全事業の実施 

・市民参加による自然環境実態調査等の結果より候補地を抽出し，水辺や里

山＊などについてビオトープ＊等の形態で整備又は保全を行います。 

・ビオトープ＊は，まちづくり市民会議＊，地区市民委員会，市民団体その他

の民間団体＊や学校等と市との連携と協力の下，市民や地域などにより整備

し，維持管理します。 

 各中学校地域ごとに１箇所の整備を目指します。 

●市民によるビオトープ＊等を活用した環境教育や環境学習の展開 

・市民により整備されたビオトープ＊等は，自然とのふれあいの場とし，地域

の住民の環境学習や学校での環境教育に活用します。 

●緑の基本計画＊の策定 

・市民による自然環境実態調査等の結果を踏まえ，地域の良好な自然を市の

骨格的な緑地体系に位置付け，保全及び創造の方針や将来緑地率等の目標

値を定めます。 

●ビオトープ＊等のネットワーク化 

・ビオトープ＊等の整備と緑の基本計画＊による緑の保全施策の推進により，

ビオトープ＊等のネットワーク化を図ります。 
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■施策の展開と役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が 

取り組むこと 

●自然環境実態調査への参加や協力，自主的な自然環境調査の実施 

●ビオトープ＊等の整備や管理の企画と運営 

●緑の基本計画＊策定への参加や協力 

事業者が 

取り組むこと 

●自然環境実態調査への協力 

●ビオトープ＊事業への協力 

市が 

取り組むこと 

●新治地区における市民参加による自然環境実態調査の実施（環境保全課） 

●ビオトープ＊等整備への支援（環境保全課） 

●自然環境調査ガイドブックの作成（環境保全課） 

●緑の基本計画＊の策定（公園街路課） 

 

 

■実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民による自然環境
実態調査の実施 　ビオトープ整備事業の実施事業候補地区の設定

　ビオトープを活用した環境教育・環境学習の展開

　ビオトープのネットワーク化

緑の基本計画の策定

新治地区の自然環境実態調査の実施
（市民・事業者・市）

ビオトープ整備箇所の選定（市民・市）

ビオトープ等整備の実施、管理体制の確立
（市民・事業者・市）

自然環境調査ガイドブックの作成
（市）

自主的な自然環境調査の実施
（市民）

緑の基本計画の策定（市民・市）

中間年次 目標年次

調査準備 調査の実施

ビオトープ等整備事業の実施 管理体制の確立

自主的な調査の実施
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プロジェクト 5 環境教育及び環境学習の充実 

 環境保全活動の定着のためには，市民，事業者，市それぞれの主体の環境に対する意識を高め，

また，各主体の連携をはぐくむとともに，環境に関する知識や情報を地域で蓄積し，活用してい

く必要があります。市では，これまでに，主に小・中学生を対象とした環境教育・環境学習の機

会を増やしてきましたが，今後は，更に取組を拡大し，一般の市民，事業者においても環境教育・

環境学習を受けられる機会を増やしていくことが求められています。 

 環境基本計画推進協議会＊と環境政策推進会議＊の連携と主導の下に，地域の情報や人材を幅広

く共有し，各主体が連携した地域的な環境教育や環境学習を展開するための基盤づくりとして，

次の施策を先導的に展開することとします。 

■先導施策 

●環境情報ネットワークの整備 

・市民，民間団体＊，事業者，行政等が所有する様々な環境関連情報を集約し，

地域で共有するため，インターネットを活用した環境情報ネットワークを

構築し，庁舎や公民館等に情報端末を設置します。 

・環境情報ネットワークには，市で把握し，集約した環境関連情報を常時公

開するほか，人材バンク＊制度，リサイクル伝言板などを併設し，市民や民

間団体＊の情報発進や情報交換の場として活用します。 

●人材バンク＊制度の活用 

・環境に関する知識や技術を有している地域の人材を登録し，環境教育や環

境学習等に活用するための人材バンク＊制度について広く周知し，登録者を

増やすとともに活用する機会を増大させます。 

●学校における環境教育や環境学習の強化 

・地域の環境の状況や環境保全の取組等を教育し，さらには自ら学習するた

めの，小・中学生向けの副読本を作成し，配布します。 

・児童や生徒による校内の省エネルギー活動，ごみ減量化活動や自然とのふ

れあい活動等を引き続き積極的に推進し，実践を通じた環境保全に対する

意識の高揚や環境管理の仕組み等の学習の充実を図ります。 

●市民による環境教育や環境学習の推進 

・市とまちづくり市民会議＊（各地区市民委員会）や市民団体等との連携によ

り環境教育や環境学習の推進体制を構築し,市民や地域による環境教育や

環境学習を展開します。 

●庁内における環境教育や環境学習の推進 

・市役所環境保全率先実行計画＊及び環境マネジメントシステム＊（ISO＊14001）

に基づく庁内の環境保全活動を通じ，職員の環境保全意識の高揚を図ります。 

・環境保全に関する新たな知識や技術に対応するため，適宜，職員研修や講

習会等を開催します。 

●事業者による環境教育や環境学習の推進 

・市と事業者団体等の連携により，事業者間における環境保全に関する情報

の交換や共同事業等に取り組む中で，事業者の環境学習を強化します。 

・市や事業者団体等の連携により，事業者向けの研修や講習等を実施します。 

・人材バンク＊への登録，地域や学校への講師の派遣や体験学習の場の提供などを行

います。 
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■施策の展開と役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が 

取り組むこと 

●まちづくり市民会議＊や市民団体による地域の環境教育や環境学習推進体制の

構築 

●地域による環境教育や環境学習の展開 

●人材バンク＊制度への参加や協力 

事業者が 

取り組むこと 

●事業者団体による研修・講習等の実施 

●人材バンク＊制度への参加や協力 

●地域や学校への講師等の派遣や体験学習への協力 

市が 

取り組むこと 

●環境情報ネットワークの整備，人材バンク＊制度の運用（環境保全課，生涯学習課） 

●児童・生徒向け副読本の作成・配布（環境保全課，指導課，環境衛生課） 

●学校での省エネルギー・ごみ減量化活動や，学校林・里山＊の管理など自然と

のふれあい活動を通じた意識づくり（環境保全課，指導課，環境衛生課） 

●各地区市民委員会や市民団体や事業者団体等への支援 

 （環境保全課，市民活動課，環境衛生課） 

●事業者への研修や講習会等の実施等（環境保全課） 

●市役所環境保全率先実行計画＊及び環境マネジメントシステム＊（ISO＊

14001）を通じた職員の意識啓発（環境保全課） 

●庁内研修や講習等の実施（環境保全課，人事課） 

 

■実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境情報ネットワークの整備（市）

人材バンク制度の活用（市・事業者・市民）

副読本の作成と配布（市）

学校での省エネルギー化やごみ減量等の活動，
小中学校での学校林・里山の管理（市）

まちづくり市民会議や市民団体等による環境教育
や環境学習推進体制の構築（市・市民）

地域による環境教育・環境学習の推進（市民）

市役所環境保全率先実行計画及び環境マネジメ
ントシステム（ISO14001）を通じた職員の意識啓発

（市）

庁内研修・講習の実施（市）

事業者団体にによる環境教育や環境学習体制の
強化（事業者・市）

市・事業者協同組織による研修・講習等の展開
（事業者）や地域や学校への貢献（事業者・市）

中間年次 目標年次

準備 本　格　運　用

副読本配布 副読本作成 副読本配布

人材バンク制度
の活用

庁内における環境教
育や環境学習の推進

市役所環境保全率先実行計画及び環境マネジメントシ
ステムによる環境保全活動の推進

学校における環境教
育や環境学習の推進

環境情報ネット
ワークの整備

まちづくり市民会議や市民団
体等による環境教育や環境
学習推進体制の構築

事業者団体の環境教育や環
境学習の体制の強化

副読本等による環境に関する学習の促進

学校での省エネやごみ減量活動を通じた意識づくり
小中学校による学校林・里山の管理

地域による環境教育や環境学習の展開

市や事業者団体による研修や講習等の促進

地域や学校への講師等の派遣や体験学習へ
の協力



 

 

 

 

 

第 6章  主体別行動計画 

 

主体別行動計画の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４６ 

環境目標 １  安心して飲める水・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７ 

環境目標 ２  深呼吸が心地よい，さわやかな空気・・・・・・・・・１４９ 

環境目標 ３  水の循環を支える，汚染のない健全な土・・・・・・・１５２ 

環境目標 ４  ヨシがそよぎ，生き物が豊富な水辺・・・・・・・・・１５４ 

環境目標 ５  緑の連なり，木漏れ日のもりに息づく里の営み・・・・１５７ 

環境目標 ６  遊び，学び，みんなで支える自然・・・・・・・・・・１６１ 

環境目標 ７  資源を大事に使う，環境に思いやりのある暮らし・・・１６２ 

環境目標 ８  ごみの少ない，ものを大切にする暮らし・・・・・・・１６４ 

環境目標 ９  平穏で，健やかな暮らし・・・・・・・・・・・・・・１６７ 

環境目標１０ 良識と思いやりに支えられた快適でさわやかな暮らし・１７１ 

環境目標１１ 緑と水辺がすがすがしい，美しい町並み・・・・・・・１７３ 

環境目標１２ だれもが安心して歩ける，散歩が楽しいまち・・・・・１７６ 

環境目標１３ 郷土の歴史と文化が薫るまち・・・・・・・・・・・・１７９ 

環境目標１４ 環境を守り，はぐくむ，知恵と行動の輪を広げる・・・１８１ 
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第 6章 主体別行動計画の内容 

■主体別行動計画の内容 

・主体別行動計画は，環境の保全及び創造に向け，市民，事業者，滞在者が取り組むべき具体的

な行動例を示すものです。 

・環境基本計画の本編「第 4章施策の展開」の主要施策ごとに，「市民が取り組むこと」，「事業

者が取り組むこと」，「滞在者が取り組むこと」などとして定めた内容（計画書本編中の丸番

号）に則して，必要な行動事項（行動計画書中の●又は○項目）を示し，より具体的な行動例

を，行動事項以下に小文字の箇条書きで示しています。 

・行動事項●は，主要施策の主旨に関係が深い行動項目を示しています。 

・行動事項○は，ほかの施策においても同様の行動事項が示されている重複する行動項目です。 

・なお，行動計画は最終的には主体別に編集し，各主体に向けたアクションプランとして活用し

ていきます。 
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環境目標 1 安心して飲める水 

 

主要施策 1-1 水質浄化の推進 
 

■市民が 

行動すること 

①調査・保全事業等への参加・協力 

●水系・水質調査，保全計画策定等へ参加します。 

・市民参加による水系・水質調査等に参加や協力をし，流域ごとの水質や負

荷の状況を把握する。 

・生活排水対策推進計画＊策定に関するアンケートや懇談会に参加や協力を

し，水質浄化対策に市民の声を反映させるように努める。 

●水質浄化事業に参加や協力をします。 

・市や民間団体＊が行う水質浄化キャンペーンやヨシ植え，講習会，勉強会

等の事業に参加や協力をする。 

・路面排水対策として，市等の実施する歩道や側溝等の清掃に積極的に参加

や協力する。 

②家庭における水質浄化対策の実践 

●調理等による水の汚れをできるだけ減らします。 

・三角コーナーや水切り袋などの利用により，調理くずを流さないように工夫す

る。 

・調理器具，食器はへらや紙でふきとってから洗う。 

・油は使い切るか，又は集団回収あるいは新聞等にしみ込ませてごみとして出す。 

・水とぎの少ない米を利用する。 

・米のとぎ汁は流さずに庭へまく。 

・ディスポーザ＊を設置する場合は，単体では設置せず，ディスポーザ＊型排

水処理システムを併設し，公共下水道，農業集落排水施設あるいは高度処

理型合併処理浄化槽＊に接続する。 

●環境にやさしい石けんなどを使います。 

・石けんや洗剤の使用量を減らす工夫をする。 

・粉石けんや無りん洗剤など生分解性＊の洗剤等を使う。 

・台所洗剤は薄めて使う。 

・洗濯はまとめてする。 

・シャンプーの回数を減らす。 

③公共下水道等への積極的接続 

●公共下水道や農業集落排水事業実施済みの区域は，家庭排水を速やかに接

続します。 

④高度処理型合併処理浄化槽＊の導入と適正な管理 

●公共下水道や農業集落排水事業の認可区域外では，高度処理型合併処理浄

化槽＊を導入します。 

・市の補助制度を活用する。 

・し尿処理浄化槽（単独浄化槽）から転換する。 

●浄化槽の適正な維持管理を行います。 

・保守点検，清掃，法定検査を徹底する。 

⑤民間団体＊活動の展開 

●水系・水質調査等に取り組みます。 

・市と連携し，市民参加による水系・水質調査等の企画や運営をし，水質や
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負荷の状況を調べる。 

●イベント，広報，講習等により，市民の水質浄化意識の高揚を図ります。 

・霞ヶ浦の水質汚濁の実態や浄化の必要性を訴える。 

・家庭での水質浄化の知識，方法等の普及を図る。 

・調理施設の調査，指導等を行う。 

●茨城県霞ケ浦環境科学センター＊を水質浄化に関する取組の拠点として活

用します。 

・水質浄化活動に積極的に参画する 

・市民参加型の水質浄化活動等を企画・運営する。 

■事業者が 

行動すること 

①調査・保全事業等への参加・協力 

●自然環境調査等に参加や協力をします。 

・市や民間団体＊が主催する自然環境調査等に，ボランティア等による参加

や経済的な支援を行う。 

②事業所における汚濁負荷の低減 

●水質管理を徹底します。 

・定期的なモニタリング＊を行い，規制基準を遵守する。 

●適正な浄化施設等を整備し，維持管理を徹底します。 

・公共下水道整備済み区域は速やかに水洗化する。 

・法律，条例等に基づく適正な浄化施設等の整備を行う。 

・魚毒性や難分解性の洗剤等を使わない。 

・保守点検，清掃，法定検査を徹底する。 

●立入検査等に協力します。 

・水質保全に関する立入検査やデータ提供に協力する。 

③農業における水質汚濁負荷の低減 

●エコファーマー制度＊の活用等により低農薬栽培や有機栽培＊への転換，施

肥の適量化や流出の防止等を推進します。 

・魚毒性や難分解性の農薬等は使わない。 

・低農薬栽培や有機栽培＊等に転換する。 

・施肥する際は適量を使用する。 

・水田やハス田におけるかけ流しの防止やあぜカバーの整備，遅効性肥料の

採用，施肥用田植え機等の使用により表面水や肥料の流出を防ぐ。 

・畑においては，表土流出の防止作物（カバークロップ）の作付け等による

養分の流出抑制に努める。 

●家畜排せつ物を適正に処理します。 

・家畜排せつ物法等に基づき適正な家畜排せつ物たい肥化施設，負担軽減施設
＊及びし尿処理施設を整備する。 

・家畜排せつ物法等に基づき適正な管理，維持を徹底する。 

④漁業における汚濁負荷の低減 

●給餌量の適正化を図ります。 

・養殖の実施に際しては，自動給餌機等により余分な給餌を防止する。 
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環境目標 2 深呼吸が心地よい，さわやかな空気 

 

主要施策 2-1 地球の大気環境への配慮 

 

■市民が 

行動すること 

①温室効果ガス＊の削減 

○省エネルギー化の推進，新エネルギー＊利用への転換を進めます。（P.162 

参照） 

○自動車利用の抑制，環境への負荷の少ない自動車の購入・使用を進めます。

（P.150参照） 

②熱帯林の保護 

●熱帯林製品，バージンパルプ製品等の購入を控えます。 

・トイレットペーパー，ノート等の紙類は再生紙製品を購入する。 

・間伐材＊や国内材等を利用した木工品等を購入する。 

・非木材紙（ケナフやバガス製など）の利用を進める。 

③オゾン層＊の保護 

●フロン＊の排出を行いません。 

・ノンフロン＊製品を購入する。 

・フロン＊を使用したエアコン，冷蔵庫等の特定家電製品は，適正に販売店

に引き渡す。 

・廃棄自動車は処理業者等に適正に引き渡す。 

■事業者が 

行動すること 

①温室効果ガス＊の削減 

○省エネルギー化の推進，新エネルギー＊利用への転換を進めます。（P.163参照） 

○自動車利用の抑制，環境への負荷の少ない自動車の購入，無駄な燃料消費

をしない適正な運転に努めます。（P.150参照） 

②熱帯林の保護 

●熱帯林製品，バージンパルプ製品等の利用を控えます。 

・建設事業における国産材の利用を進める。 

・裏面コピー利用など紙の節約を進める。 

・事務用紙等の紙類は再生紙に転換する。 

・非木材紙（ケナフやバガス製など）の利用を進める。 

・新型型枠材など熱帯材の代替製品の開発や販売に努める。 

③オゾン層＊の保護 

●フロン＊の排出を行いません。 

・特定フロン＊は使用しない。 

・フロン＊利用製品の適正な処理とフロン＊回収を徹底する。 

・フロン＊利用製品へのフロン＊使用表示と適正な処分方法の表示を徹底する。 
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④酸性雨＊の防止 

●ばい煙＊等の排出を抑制します。 

・太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギーの利用を推進する。 

・ばい煙＊等の除去施設を整備する。 

 

主要施策 2-2 大気汚染対策の推進 

 

■市民が 

行動すること 

①自動車利用の抑制 

●できるだけマイカーを使用しないよう心掛けます。 

・近くに出かける場合は歩いたり，自転車を利用する。 

・通勤やレジャーにできるだけ電車，バス等を利用する。 

②環境への負荷の少ない自動車の購入 

●自動車購入時には環境への負荷の少ない車を購入します。 

・低公害車＊，低排出ガス認定車＊や低燃費車＊を選択し，購入する。 

・ディーゼル車には積極的にDPF（ディーゼル微粒子除去装置）＊を付ける。 

③自動車の適正な使用 

●エコドライブ＊を習慣化します。 

・急発進，急加速，空ぶかしをしない「e スタート＊」に心がける。 

・エアコンの使用を控えめにする。 

・不要なアイドリング＊はしない。 

・駐車や停車時にはエンジンを停止（アイドリングストップ）する。 

・法定速度を守り，経済速度で運転する。（一般道路で 40km／時，高速道路

で 80km／時ほどの等速走行が経済的） 

・無駄な荷物を積まない。 

・道路交通情報を活用すると共に駐車場所にも注意する。 

●適正な燃料を使用します。 

・不純物のない適正な燃料を使用する。 

・有害物質の排出の少ない燃料を使用する。 

●整備，点検をこまめに行います。 

・適切なタイヤの空気圧を維持する。 

・燃費効率や排出ガスが悪化しないように点検整備する。 

④暮らしにおける大気汚染への配慮 

○家庭ごみ等の焼却は行いません。（P.160参照） 

■事業者が 

行動すること 

①大気に係る規制・基準の遵守 

●大気質管理を徹底します。 
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・定期的な監視・測定を行い，規制基準を遵守する。 

●適正な排煙施設等を整備し，維持管理を徹底します。 

・法律・条例等に基づき，ばい煙＊発生施設，粉じん発生施設，焼却施設等

の適正な整備を行う。 

・公害防止（環境保全）協定＊等に基づき，硫黄含有物などの少ない適正な

燃料を使用し，積極的な環境の保全に努める。 

・保守点検，清掃，法定検査を徹底する。 

・排出状況を監視し，ばい煙＊の一層の低減化を進める。 

・市で実施する立入検査やモニタリング＊等に協力する。 

・自主的な調査データを積極的に開示する。 

●不正な野外焼却等は行いません。 

・野外焼却などによるごみの焼却は行わない。 

・農作業等で野外焼却を行うときは，事前に近隣住民へ周知する。 

・小型焼却炉は使用しない。 

②自動車利用の抑制 

●マイカー通勤を減らします。 

・ノーマイカーデーを設定する。 

・公共交通の利用や相乗り通勤を励行する。 

●共同輸送や空荷のない効率的な輸送を進めます。 

③環境への負荷の少ない自動車の購入 

●自動車更新時には環境への負荷の少ない車に転換します。 

・業務用・事業用車両など，会社等で使用する自動車を低公害車＊，低排出

ガス車認定車＊や低燃費車＊に転換する。 

・低公害型の事業用車両等を事業者間で共同使用する。 

・電気フォークリフト化を促進する。 

・ディーゼル車には積極的にDPF（ディーゼル微粒子除去装置）＊を取り付ける。 

④自動車の適正な使用 

●エコドライブ＊を習慣化します。 

・急発進，急加速，空ぶかしをしない「eスタート＊」に心がける。 

・エアコンの使用を控えめにする。 

・不要なアイドリング＊はしない。 

・駐車や停車時にはエンジンを停止（アイドリングストップ）する。 

・法定速度を守り，経済速度で運転する。（一般道路で 40km／時，高速道路

で 80km／時ほどの等速走行が経済的） 

・無駄な荷物を積まない。 

・道路交通情報を活用すると共に駐車場所にも注意する。 

●整備，点検を定期的に行います。 

・適切なタイヤの空気圧を維持する。 

・燃費効率や排出ガスが悪化しないように点検整備する。 

●適正な燃料を使用します。 

・不純物のない適正な燃料を使用する。 

・有害物質の排出の少ない燃料を使用する。 
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環境目標 3 水の循環を支える，汚染のない健全な土 

 

主要施策 3-1 土壌環境の保全 

 

■市民が 

行動すること 

①有害化学物質＊ を含む製品等の適正な管理・使用 

○農薬や除草剤等を適正に管理・使用します。（P.169参照） 

②環境に配慮した農業への協力 

●低農薬栽培や有機栽培＊等の地場の産品を積極的に購入します。 

●農家等と連携した生ごみたい肥化事業等に参加や協力をします。 

③地下水涵養への配慮 

●雨水の地下浸透に配慮します。 

・雨水浸透ますの設置など透水性排水施設を整備する。 

○放流先のない地域では，高度処理型合併処理浄化槽＊の導入等により，土

壌汚染を防止します。 

④土地の埋立て等における配慮 

●土地の埋立て等に際しては，法令等を遵守します。 

・埋立て等に使用する土壌は，汚染のないことを確認する。 

・周辺に迷惑が及ばないように配慮する。 

 

■事業者が 

 行動すること 

①水質・大気汚染対策の強化 

○水質・大気質管理を徹底します。（P.148，P.151参照） 

○適正な浄化施設等を整備し，維持管理を徹底します。（P.148参照） 

○適正な排煙施設等を整備し，維持管理を徹底します。（P.151参照） 

○不正な野外焼却は行いません。（P.151参照） 

②廃棄物等の適正処理 

●産業廃棄物＊は適正に処理します。 

●土地の埋立て等に際しては，法令等を遵守します。 

・埋立て等に使用する土壌は，汚染のないことを確認する。 

・周辺に迷惑が及ばないように配慮する。 

③有害化学物質＊等の適正な管理・使用 

○有害化学物質＊の保管，使用，輸送，廃棄について正確に把握し，管理し

ます。（P.169参照） 

○農薬や除草剤等を適正に管理・使用します。（P.169参照） 

④環境に配慮した農業への転換 

○エコファーマー制度＊の活用等により低農薬栽培や有機栽培＊への転換，施

肥の適量化や流出の防止や硝酸性窒素対策等を推進します。（P.169参照） 
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●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等の使用に関するポジ

ティブリスト＊の徹底などの法令遵守，生産履歴記帳＊の適正な使用など，

安全な管理を徹底します。 

●循環型農業＊を目指します。 

・生ごみたい肥化や飼料化事業等と営農の連携に取り組む。 

・地元家畜用の飼料作物の栽培など，地場の産品の利用を進め，地域外から

の有機物等の持ち込みを減らす。 

・窒素＊やりん＊を吸収する作物（菜の花，ケナフ，落花生等）の栽培を進

め，過剰施肥土壌等を改良する。 

⑤地下水涵養への配慮 

●雨水の地下浸透に配慮します。 

・開発，建設等に際し，調整池，排水施設，舗装等の雨水浸透化を図る。 

○放流先のない地域では，高度処理型合併処理浄化槽＊の導入等により，土

壌汚染を防止します。 
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環境目標 4 ヨシがそよぎ，生き物が豊富な水辺 

 

主要施策 4-1 水辺の生態系の保護 

 

■市民が 

行動すること 

①自然環境実態調査等への参加・協力 

●水辺の自然環境実態調査に参加や協力をします。 

・市民参加型の自然環境実態調査に参加や協力をし，河川流域ごとの自然情

報をまとめる。 

・観察会等への参加や協力，自主的な環境調査等により，地域の自然への知

識を深める。 

・貴重種等に関する確認情報を，市や民間団体＊等に提供する。 

●生態系保護活動等に参加や協力をします。 

・市民参加型の生態系保護活動等に参加や協力をする。 

●水辺の清掃等のイベントに参加します。 

・岸辺，川底，湖底等の清掃活動に参加や協力をする。 

・不法投棄の監視活動等に参加や協力をする。 

②ペット等の適切な飼育 

●川，沼や霞ヶ浦に，飼えなくなった鑑賞魚等の放流を行いません。 

・ペットショップ等のアドバイスに従い，無理なく飼えるペットを購入す

る。 

・飼育できないときはペットショップに相談し，適切に対処する。 

・特定外来生物＊は，野外に放したり，持ち帰らない。 

③民間団体＊活動の展開 

●自然環境実態調査や保護活動等に取り組みます。 

・市と連携し，市民参加型の自然環境実態調査の企画や運営をし，河川流域

ごとの自然情報等をまとめる。 

・市と連携し，保護施策の検討や市民参加型の生態系保護活動等を企画し，

展開する。 

・水辺の観察会等を企画し，運営する。 

●水辺の清掃活動等に取り組みます。 

・市と連携し，河川敷，川底，湖底等の清掃イベント等を企画し，運営す

る。 

・不法投棄の監視活動等に参加や協力をする。 

 

■事業者が 

行動すること 

①自然環境実態調査等への参加・協力 

●水辺の自然環境実態調査や保護活動等に参加や協力をします。 
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・市や民間団体＊が主催する自然環境実態調査や自然保護活動等に，ボラン

ティア等による参加や経済的な支援を行う。 

②生態系に影響のある外来魚対策への協力 

●外来魚の対策に参加します。 

・漁業関係者による捕獲・駆除事業を行う。 

・釣り客が釣った外来魚を回収する仕組み等を検討する。 

・特定外来生物＊を輸入・販売しない。 

③市民・滞在者への意識啓発 

● 生態系に配慮したレジャー上のマナーの普及を図ります。 

・ペットショップ，釣り具店，宿泊施設等において，外来魚の放流の禁止，

生分解性＊・無毒性の釣り具の使用，釣り具やごみの不法投棄の禁止等を

周知する。 

■滞在者が 

行動すること 

①レジャーに際しての生態系への配慮 

●外来魚の放流等を行いません。 

・外来魚の持ち込みや放流は行わない。 

・釣った外来魚は持ち帰えらず，回収等に協力する。 

●生態系に配慮した釣り具を使用します。 

・生分解性＊で魚毒性のない釣り具を使用する。 

・有害化学物質＊が溶け出すようなワームは使用しない。 

・釣り糸や釣り針を放置しない。 

●ごみは持ち帰ります。 

・川や湖に持ち込んだものは，使い終わってもすべて持ち帰る。 

・ごみ拾いなどの地域の清掃活動への参加や自主的な清掃活動を行う。 

●貴重な動植物は，持ち帰らないなど生態系を守ります。 

②生態系保全への協力 

●基金への募金等の経済的な支援をします。 
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主要施策 4-2 水辺の自然の保全・修復 

 

■市民が 

行動すること 

①保全・再生事業への参加 

○水辺の自然環境実態調査等に参加や協力をします。（P.154参照） 

●水辺の保全活動に参加や協力をします。 

・河川やため池の整備等に関するアンケートや懇談会に参加や協力をし，水

辺づくりに市民の声を反映する。 

・ヨシ植えや清掃活動，草刈りなど水辺の保全・管理活動等に参加や協力を

する。 

②民間団体＊活動の展開 

●水辺の環境調査や保全活動等に率先的に取り組みます。 

・市と連携し，市民参加型の自然環境実態調査や観察会等の企画や運営をす

る。 

・河川やため池の整備等に関するアンケートや懇談会に参加や協力をし，水

辺づくりに市民の声を反映する。 

・ヨシ植えや清掃活動，草刈りなど市民参加型の水辺の保全・管理活動等を

企画・運営する。 

・河川敷やため池などの公有地の委託管理事業に参加する。 

■事業者が 

行動すること 

①保全・再生事業への参加 

●水辺の保全活動等に参加や協力をします。 

・ヨシ植えや清掃活動，草刈りなど水辺の保全・管理活動等へのボランティ

ア参加や経済的な支援を行う。 

・休耕田等を学校での食育＊や体験学習，保全活動の場として貸与や提供を

する。 

②砂利採掘等に伴う水辺環境への配慮 

●砂利の採掘等の事業に際し，環境保全に配慮します。 

・水生植生や生態系の破壊のないよう事業を行う。 
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環境目標 5 緑の連なり，木漏れ日のもりに息づく里の営み 

 

主要施策 5-1 筑波山麓，平地林や谷津田など，里山の自然の保全

と生態系の保護 

 

■市民が 

行動すること 

①緑地保全計画等への参加・協力 

●保全計画等の策定に参加や協力をします。 

・緑の基本計画＊策定のアンケートや懇談会等に参加や協力をする。 

②保全・管理等への参加・協力 

●里山＊の自然環境実態調査等に参加や協力をします。 

・市民参加型の自然環境実態調査に参加や協力をし，筑波山麓・平地林や谷

津田＊などの自然情報をまとめる。 

・市民参加型の観察会への参加や自主的環境調査等により，筑波山麓・平地

林や谷津田＊などの自然への知識を深める。 

●樹林地の保全や維持活動等に参加や協力をします。 

・筑波山麓・平地林や谷津田＊の保全計画づくりに参加や協力をする。 

・市民参加型の樹林地や谷津田＊の保全・再生活動，手入れ，草刈り等に参

加や協力をする。 

・田んぼの市民農園やオーナー制度＊などの保全制度に参加や協力をする。 

○土地の埋立て等に際しては，法令等を遵守します。（P.152参照） 

③ごみの不法投棄対策 

●里山＊の清掃イベント等に参加します。 

・筑波山麓・平地林や谷津田＊などの清掃イベント等に参加や協力をする。 

・不法投棄監視活動等に参加や協力をする。 

④民間団体＊活動の展開 

●保全計画等の策定に参加や協力をします。 

・緑の基本計画＊策定のアンケートや懇談会等に参加や協力をする。 

●里山＊の自然環境実態調査等へ参加や協力をします。 

・市と連携し，市民参加型の自然環境実態調査を企画や運営をし，筑波山

麓・平地林や谷津田＊などの自然情報をまとめる。 

・筑波山麓・平地林や谷津田＊などの観察会等を企画や運営をする。 

●樹林地の保全や維持活動等へ参加や協力をします。 

・市や地権者と連携し，筑波山麓・平地林や谷津田＊の保全計画づくりを企

画や運営をする。 

・市や地権者と連携し，市民参加型の下草刈りなど里山＊の保全や管理活動

等を企画や運営をする。 

・市や地権者と連携し，田んぼの市民農園やオーナー制度＊などの新たな保

全制度を企画や運営をする。 
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・公有地や民有林の委託管理事業等に参加する。 

●里山＊の清掃イベント等に率先的に取り組みます。 

・市と連携し，筑波山麓・平地林や谷津田＊などの清掃イベント，不法投棄

の監視活動等を企画や運営をする。 

⑤ペット等の適切な飼育 

●里山＊に，飼えなくなった外来生物等を放しません。 

・ペットショップ等のアドバイスに従い，無理なく飼えるペットを購入す

る。 

・飼育できないときはペットショップに相談し，適切に対処する。 

・特定外来生物＊は，野外に放したり，持ち帰らない。 

■事業者が 

 行動すること 

①保全・管理等への参加・協力 

●里山＊の自然環境実態調査等に参加や協力をします。 

・調査，観察会等に樹林地や谷津田＊を提供する。 

●里山＊の保全や維持活動等へ参加や協力をします。 

・市民参加型の里山＊の保全や管理活動等へのボランティア参加や経済的な

支援を行う。 

・民有林や谷津田＊等の所有者は，市民参加型の里山＊保全活動等に所有地の

提供や貸与をし，管理や営農への技術的なアドバイス等を行う。 

・休耕田等を市民の保全活動の場として提供する。 

・田んぼオーナー制度＊や米契約栽培等に参加する。 

●所有地の適切な維持管理を図ります。 

・所有地の緑化や植林の推進，市民参加型植林事業等への用地の提供等を行

う。 

・耕作水田は，適切に維持管理する。 

○土地の埋立て等に際しては，法令等を遵守します。（P.152参照） 

②資源としての農業の推進 

●霞ヶ浦用水を利用した水稲・果樹園等を主体とした都市近郊型農業を進め

ます。 

③生態系に影響のある外来生物対策への協力 

●外来生物の対策に参加します。 

・狩猟関係者等による捕獲・駆除事業に協力する。 

・特定外来生物＊を輸入・販売しない。 

■滞在者が 

 行動すること 

①保全・管理等への参加・協力 

●樹林地の保全や維持活動等へ参加や協力をします。 

・市民参加型の下草刈りなど里山＊の保全や管理活動等に参加や協力をす

る。 
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主要施策 5-2 農地や集落の保全と環境に配慮した農業の振興 

 

■市民が 

行動すること 

①地場の農業の振興への協力 

●地場の産品を積極的に購入します。 

・直売所の利用や地元ブランドの作物を積極的に購入する。 

・契約栽培等に参加や協力をする。 

●地場の産品の販路拡大に協力します。 

・イベントやアンケートに参加し，農家へ消費者としてのニーズを示す。 

・地場の産品の調理法の開発，紹介など，販路拡大イベント等に参加や協力

をする。 

●山の下草刈り，水田の“みお＊”浚いなど協働事業等に取り組みます。 

●市民農園等に参加します。 

・市民農園，クラインガルテン＊やオーナー制度＊等に参加する。 

②民間団体＊活動の展開 

●市民，農家の交流等を支援します。 

・市民，農家の交流イベント等の企画や運営をする。 

・市民農園等の開設の企画や運営をする。 

・契約栽培等の企画や運営をする。 

 

■事業者が 

行動すること 

①地場の農業の振興 

●地元消費者と密着した，安心できる農業を進めます。 

・農業者は，有機栽培＊等により消費者が安心できる作物を提供する。 

・直売所等を充実し，消費者と直結した顔の見える農業を行う。 

●地場の産品を積極的に取り扱います。 

・食品関係事業者は，地場産品を積極的に販売する。 

・地場の産品をブランド化し，積極的に販売する。 

・販売事業者等は，消費者ニーズをくみ取り，適切に農業者に伝える。 

②環境保全型農業＊の推進 

●環境負荷の少ない農業を行います。 

・エコファーマー制度＊の活用等により有機栽培＊，低農薬栽培，低化学肥料

栽培等を積極的に進める。 

・生分解性＊の農業資材等を利用するなど，環境保全に配慮した農業を行

う。 

・地域で作った堆肥を活用するなど，地場の資源を生かした農業を行う。 

●環境保全型農業＊による栽培作物を積極的に取り扱います。 

・販売事業者等は，環境保全型農業＊で栽培された作物を積極的に取り扱
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い，普及を支援する。 

●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等の使用に関するポジ

ティブリスト＊の徹底などの法令遵守，生産履歴記帳＊の適正な使用など，

安全な管理を徹底します。 

③都市・農村交流の推進 

●観光農業を展開します。 

・地域の田園環境や観光果樹園を生かして，グリーンツーリズム＊やエコツ

ーリズム＊等を展開する。 

・市民農園，クラインガルテン＊等を開設し，市民や都市住民の余暇活動に

対応する。 

●契約栽培等を進めます。 

・契約栽培等により，消費者と直結した農業を進め，非農家や他の自治体の

都市住民との交流を広げる。 
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環境目標 6 遊び，学び，みんなで支える自然 

 

主要施策 6-1 多様な生き物をはぐくみ，地域の自然とふれあえる

場の整備 

 

■市民が 

行動すること 

①環境学習拠点等の整備・管理等への参加・協力 

●環境学習拠点やビオトープ＊の整備や管理に参加や協力をします。 

・計画づくりに意見の提示，知識や技術を提供する。 

・整備や管理に参加や協力をする。 

②環境教育・環境学習等への参加・協力 

●観察会等に参加や協力をします。 

・市民参加型の観察会等に参加する。 

・自主的な環境学習等を通じ，地域の自然への知識を高める。 

・人材バンク＊に登録し,技術や知識を提供する。 

③民間団体＊活動の展開 

●環境学習拠点やビオトープ＊の整備や管理に参加や協力をします。 

・環境学習拠点やビオトープ＊等の整備や管理に参加や協力をする。 

●環境学習機会の充実に取り組みます。 

・市民参加型環境学習イベント等の企画や運営をする。 

・人材バンク制度＊等に参加や協力をし，技術や知識を提供する。 

 

■事業者が 

行動すること 

①環境学習拠点等の整備・管理等への参加・協力 

●環境学習拠点やビオトープ＊の整備や管理を支援します。 

・ビオトープ＊や環境学習拠点等の用地として休耕田や事業所未利用地等の

提供や貸与をする。 

・ビオトープ＊等として貸与が可能な休耕田や事業所未利用地等について，

場所や貸与費用，条件等についての情報を提供する。 

・ビオトープ＊等の整備に必要な廃材やリサイクル材を提供する。 

②環境教育・環境学習等への参加・協力 

●環境教育や環境学習を支援します。 

・環境教育や環境学習のイベント等に，人材の提供や経済的な支援を行う。 

・人材バンク制度＊等に参加や協力をし，技術や知識を提供する。 
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環境目標 7 資源を大事に使う，環境に思いやりのある暮らし 

 

主要施策 7-1 省資源・省エネルギー化，新エネルギー利用の推進 

■市民が 

行動すること 

①省資源・省エネルギー化の推進 

●我が家の環境大臣事業＊へ登録するなど，省資源や省エネルギーの取組や

情報の入手に努めます。 

●エアコンを適切に使います。 

・冷房 28℃，暖房 20℃を目安に温度設定する。 

・フィルターの掃除をこまめ（2週間に 1度を目安）にする。 

・ドライ機能を効果的に使う。 

・カーテン等を締めて冷暖房効率を上げる。 

・室外機の換気口に物を置かない。 

●冷蔵庫を上手に使います。 

・熱いものはさましてから入れる。 

・ドアの開閉回数を少なくする。 

●使わない電気製品のメインスイッチを切ります。 

・待機電力をコントロールするコンセントを使う。 

・人のいない部屋の照明は,こまめな消灯を心がける。 

●水を大切に使います。 

・食器洗い乾燥機を使用するときは,まとめて洗う。 

・風呂の残り湯を洗濯に利用する。 

・蛇口に節水コマをつけ，無駄な水量を抑える。 

・蛇口をこまめに閉める。 

・雨水をドラム缶等にためるなど，有効（植木等に）に利用する。 

○自動車利用の抑制，低燃費車＊への転換，適正な自動車の使用による燃料

消費の節減を進めます。（P.150参照） 

●省資源や省エネルギーの状況を把握します。 

・環境家計簿＊をつける。 

・電気管理メーター（電力消費モニターの付いた分電盤）を導入し，日々や

月々の電力消費をチェックする。 

②省エネルギー製品の購入 

●省資源や省エネルギーの商品を買います。 

・省エネルギーマークの製品を選択し，購入する。 

・低燃費車＊等を購入する。 

③省エネルギー型住宅の建築 

●家の改築や新築時には省エネルギー型の住まいを建築します。 

・断熱性，機密性の高い住宅を建築する。 

・通風に配慮し，間取りや窓の位置を工夫する。 
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④新エネルギー＊の導入 

●太陽光発電などクリーンなエネルギーを住宅に導入します。 

・太陽光発電や太陽熱利用設備等を導入する。 

⑤民間団体＊活動の展開 

●省エネルギー化のための知識や技術を普及します。 

・省エネルギー化に関する講習の実施やパンフレットの配布など，普及活動

を展開する。 

●民間団体＊施設への新エネルギー＊利用を進めます。 

■事業者が 

行動すること 

①省資源・省エネルギー化の推進 

●実行計画や推進計画をつくります。 

・削減の目標値を定め，担当部署，責任者等を選任する。 

●事業所内の省エネルギー化を推進します。 

・ESCO事業＊を活用し,エネルギーの効率の良い利用を図る。 

・エアコンの温度設定の適正化を図る。 

・不用な電灯を消灯する。 

・パソコンなど，使用しない電気製品のメインスイッチをこまめに切る。 

・省エネルギー型の機器への転換を図る。 

・雨水を有効に利用する。 

○自動車利用の抑制，低燃費車＊への転換，適正な自動車の使用による燃料

消費の節減を進めます。（P.151参照） 

●事業所の改築や新築時には，省エネルギー型の事業所等を建築します。 

・断熱効果や通風等に配慮した店舗や工場を建設する。 

②新エネルギー＊システム等の導入 

●新エネルギー＊システム等を積極的に導入します。 

・バイオマス＊エネルギーを導入する。 

・太陽光発電設備等を設置する。 

●事業に伴い発生するエネルギーを有効に利用します。 

・熱回収やコージェネレーションシステム＊等を導入する。 

③省資源・省エネルギー製品等の開発と販売 

●エネルギー効率の高い製品，省資源や省エネルギーに役立つ製品等の開発

と販売に努めます。 

・省エネルギー化技術を開発する。 

・省資源や省エネルギー型商品等の開発や販売をする。 

④省エネルギー情報の提供 

●製品等のエネルギー効率に関する情報を提供します。 

・省エネルギーマークやエコマーク＊などの環境ラベルを積極的に取得して表示す

る。 

●製品等のエネルギー消費の少ない使用方法等に関する情報を提供します。 
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環境目標 8 ごみの少ない，ものを大切にする暮らし 

 

主要施策 8-1 ごみの発生抑制・排出抑制，再使用・再生利用の推進 

 

■市民が 

行動すること 

①分別収集等の徹底 

●ごみ分別を徹底します。 

・市のごみ出しルールを遵守する。 

・市の広報やチラシ等に記載されたルール等の周知を互いに図る。 

・ごみの分別の徹底など，地域で分別の仕組みを工夫する。 

・紙類の分別を徹底する。 

・生ごみは水を切り，排出する。 

・家電リサイクル法＊に指定される特定家電製品（エアコン，テレビ，冷蔵

庫，洗濯機）は，販売店等に適正に引き渡す。 

・小売店などが実施している店頭での資源回収に積極的に協力する。 

・パソコンや自動車は，適正に回収業者に引き渡す。 

②ごみの減量化 

●無駄な容器包装＊等を減らします。 

・買い物袋を持参し，レジ袋をもらわない。 

・過剰な包装やトレイに入った商品は，なるべく買わない。 

・不要な包装はことわる。 

・詰め替え商品，リターナブル＊商品を利用する。 

・使い捨て商品の購入や利用を控える。 

●生ごみを減らします。 

・適量分の購入に努める。 

・食品クズがでないよう工夫する。 

・生ごみのコンポスト＊化を進める。 

●地域や家庭における意識啓発を進めます。 

・地域，家庭での減量化の意識を高め合う。 

・各家庭の減量化の知恵を地域で教え合う。 

③物の長期使用 

●物を長く使う工夫をします。 

・丈夫で長持ちする商品の購入に努める。 

・不用品展示会に積極的に出向いたり，いらなくなったものを提供するな

ど，中古品を上手に活用する。 

・メンテナンスや修理をこまめに行う。 

④民間団体＊活動の展開 

●ごみ分別の適正化を普及する活動を展開します。 

●ごみ減量化に関する知識を普及する活動を展開します。 
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●市と連携し，新しいごみ処理体制の研究や構築に取り組みます。 

・ごみの組成調査など，ごみ排出の実態を調査する。 

・生ごみの分別回収など，新たなごみ処理システムの構築に協力する。 

 

■事業者が 

行動すること 

①計画的な事業ごみの削減 

●ごみ減量化計画を策定します。 

・目標値や管理担当者を定め，計画的なごみ削減策を進める。 

・計画を周知し，従業員の意識啓発を図る。 

●ゼロ・エミッション化＊に挑戦します。 

・事業に伴うごみの再使用，再生利用を徹底し，ごみゼロ化を目指す。 

●ごみ出しの適正化を推進します。 

・家電リサイクル法＊に指定される特定家電製品（エアコン，テレビ，冷蔵

庫，洗濯機）は，販売店等に適正に引き渡す。 

・パソコンや自動車は，適正に回収業者に引き渡す。 

・事業所のごみと家庭のごみは区別し，適正に排出する。 

②ごみ発生を抑制する製品開発・販売方法等の推進 

●ごみの出にくい販売方法を行います。 

・商品の包装はできるだけ省く。 

・詰め替え商品，リターナブル商品へ転換する。 

・量り売り，バラ売りなど小口な販売に対応する。 

・買い物袋の持参者に特典等を設ける。 

・レジ袋を有料化する。 

●生ごみを減らします。 

・適量分の購入に努める。 

・食品クズがでないよう工夫する。 

・生ごみのコンポスト＊化等によるリサイクルを進める。 

●自社製品の回収や再利用等を進めます。 

③長期使用できる商品の開発・販売等 

●長くもつ丈夫な商品の開発や販売を進めます。 

●物の長期使用を支える仕組みを充実します。 

・メンテナンスや修理体制を充実する。 

・使用部品を共通化する。 
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主要施策 8-2 ものの循環利用を支える社会基盤の構築 

 

■市民が 

行動すること 

①グリーン購入＊の実践 

●できるだけ再生品等を購入します。 

・エコマーク＊などの環境ラベル商品を優先して購入する。 

●エコショップを積極的に利用します。 

②リサイクル活動の活性化 

●フリーマーケット等に積極的に参加します。 

・フリーマーケット等を積極的に企画・運営する。 

・使える不用品は捨てずにフリーマーケット等に出す。 

・フリーマーケットなどの中古品を上手に利用する。 

・インターネットなど新たな不用品市場に参加する。 

●集団回収等に参加や協力をします。 

・地域の資源物回収活動等に積極的に参加や協力をする。 

③民間団体＊活動の展開 

●地域リサイクル活動の普及や拡大に取り組みます。 

・資源物回収活動の企画や運営をする。 

・フリーマーケットやホームページなどによるリサイクル活動の企画や運営

をする。 

 

■事業者が 

行動すること 

①グリーン購入＊の推進 

●できるだけ再生品等を購入します。 

・業務用品等の再生品等への転換を進める。 

②循環利用に配慮した環境にやさしい商品等の開発・販売等 

●再生品等の商品の開発を推進します。 

・再生品を積極的に開発する。 

・再使用，再生利用が容易な商品等を積極的に開発する。 

・環境配慮商品等には適切なエコマーク＊表示等を取得し，表示する。 

●循環利用に配慮した環境にやさしい商品等の販売を推進します。 

・再生品等の環境配慮商品を積極的に扱い，エコショップ＊に参加する。 

・インターネット等を活用し，新たな中古品市場等を開拓する。 

③事業者による共同循環システムの構築 

●事業者間の連携を生かした，資源循環の仕組みをつくります。 

・オフィス町内会方式＊等により，資源物の集団回収や相互利用を行う。 

・農業と連携した生ごみたい肥化事業を構築する。 

④適正なリサイクルの推進 

●容器包装リサイクル法＊や家電リサイクル法＊，食品リサイクル法＊に基づ

く，適正なリサイクルを推進します。 

●資源有効利用促進法＊や自動車リサイクル法＊に基づき，パソコンや自動車

の適正なリサイクルを推進します。 
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環境目標 9 平穏で，穏やかな暮らし 

 

主要施策 9-1 身近な生活環境の保全 

 

■市民が 

行動すること 

①暮らしにおける騒音，振動や悪臭への配慮 

○法律で認められていない家庭ごみ等の焼却は行わず，一部例外で認められ

る場合においても，近隣への十分な配慮の下に行います。（P.168参照） 

○近隣への騒音，振動や悪臭に配慮した暮らしを心掛けます。（P.171参照） 

②公害＊監視への協力 

●公害＊の発生に気を配ります。 

・騒音，振動，悪臭等の公害＊を発見した時は，直ちに市に通報する。 

●さわやか環境推進員＊に協力をします。 

・さわやか環境推進員＊に協力をし，地域の環境の監視や改善に努める。 

③光害＊への配慮 

●近隣に迷惑とならないよう，照明の位置や使用に配慮します。 

④その他の新しい環境問題への対応 

●新たな環境問題に関する正確な情報を把握します。 

●規制等のない新たな環境問題についても，関心を高め，自己防衛に努めま

す。 

 

■事業者が 

行動すること 

①公害＊ 関係の規制の遵守等 

●法令や規制を遵守します。 

・適切な公害＊防止設備を整備する。 

・公害＊防止設備の適正な維持管理を徹底する。 

・定期的なモニタリング＊調査を実施する。 

●市との公害＊防止（環境保全）協定を積極的に締結します。 

●日照や電波障害等に配慮し，建築物等を建設します。 

②自主的公害＊ 防止対策の推進 

●騒音，振動，悪臭等の防止に努めます。 

・自主的な上乗せ基準＊等を設定する。 

●新たな環境問題の動向を把握し，先進的な取組に努めます。 

・研修会，講習会等に積極的に参加する。 

・新たな環境問題への対応に積極的に対処する。 

③環境管理体制の確立 

●環境マネジメントシステム（EMS）＊を構築します。 

・環境管理計画などを策定し，達成目標を設定する。 
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・管理担当部署や管理担当者を選任する。 

・達成状況を調査し，改善策を検討する。 

●環境保全に対する責任を社会にアピールします。 

・ISO＊14001等の認証を取得する。 

・環境会計など，環境対策への取組状況，成果を公表する。 

④中小企業における環境対策の推進 

●環境対策に積極的に取り組みます。 

・事業者団体等の行う研修や講習等に参加する。 

・環境対策に関する補助金等を活用する。 

●事業者間の連携を強化します。 

・情報やノウハウの交換を活発に行う。 

・環境保全対策への共同体制を構築する。 

⑤光害＊への配慮 

●深夜営業などによる光害＊に配慮します。 

・近隣への迷惑や農作物などへの影響等に配慮し，照明の設置や使用を行

う。 

・屋外において特定の対象物の照射以外の目的でサーチライト，レーザーを

使用しない。 

⑥その他の新しい環境問題への対応 

●新たな環境問題に関心を持ち，情報収集に努めます。 

●新たな環境負荷の危険性に対し，率先して対策に努めます。 

 

 

主要施策 9-2 有害化学物質への対応 

 

■市民が 

行動すること 

①ダイオキシン類＊ 対策の実践 

●家庭ごみ等の焼却は行いません。 

・慣習的な焼却（宗教行事やキャンプファイヤー）以外の廃棄物の焼却は行

わない。 

○ごみ分別を徹底します。（P.164参照） 

○可燃ごみの減量化を図ります。（P.164参照） 

●生ごみは水をよく切ってから出します。 

●ダイオキシン類＊を発生しやすい製品の利用を控えます。 

・塩化ビニール製品等，不適切な処分をするとダイオキシン類＊を発生しや

すい製品の使用を避けるよう努める。 

②有害化学物質＊ を含む製品等の適正な使用や管理 

●有害化学物質＊に関する正確な情報を把握します。 

・内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）＊やシックハウス症候群＊の誘因物
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質など，新たな有害化学物質＊の情報に注意する。 

●より安全性の高い製品を購入し，利用します。 

・より安全な食品を購入する。 

・有機栽培＊等の農作物の利用を進める。 

・建材や食器等の素材に留意する。 

●農薬や除草剤等の管理や使用を適正にします。 

・適正な使用方法や使用量を遵守する。 

・安全な場所に保管し，管理する。 

・魚毒性，長期残留性，難分解性等の薬剤を使用しない。 

③アスベスト＊（石綿）対策の推進 

●法令等を遵守し，建築物の適正な解体を行います。 

・建築物の解体等にあたっては，アスベスト＊含有製品の有無について解体

業者に情報を提供し，適正な解体を行う。 

■事業者が 

 行動すること 

①ダイオキシン類＊ の発生抑制 

●排出ガスや排水基準を遵守します。 

●適正な焼却施設の維持管理を徹底します。 

・不正な野外焼却などによるごみ焼却は行わない。 

・小型焼却炉は廃止する。 

②有害化学物質＊等の適正な管理・使用 

●有害化学物質＊の保管，使用，輸送，廃棄について正確に把握し，管理し

ます。 

・PRTR＊法に基づき適正に把握し，管理する。 

●農薬や除草剤等の管理や使用を適正にします。 

・適正な使用方法や使用量を遵守する。 

・安全な場所に保管し，管理する。 

・魚毒性，長期残留性，難分解性等の薬剤を使用しない。 

③健康や生態系に配慮した製品の開発・販売 

●有害化学物質＊が発生しない製品等の開発や販売をします。 

・有害化学物質＊等を使用しない又は発生しにくい製品の開発や販売を進め

る。 

・製品に含まれる成分等を，魚毒性，長期残留性，難分解性等のない素材に

転換する。 

・低農薬栽培や有機栽培＊等の農業を推進する。 

●有害化学物質＊等について正確な情報を提供します。 

・有害化学物質＊を含む製品等は，適切な使用方法や危険性について表示す

る。 

・食品等に含まれる化学物質等を適正に表示する。 

●除草剤や害虫駆除剤等の有害化学物質＊を含む製品等の使用に関するポジ
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ティブリスト＊の徹底などの法令遵守，生産履歴記帳＊の適正な使用など，

安全な管理を徹底します。 

④アスベスト＊（石綿）対策の推進 

●法令等を遵守し，建築物の適正な解体を行います。 

・建築物の解体等にあたっては，アスベスト＊含有製品の有無について解体

業者に情報を提供し，適正な解体を行う。 

・解体業者は，事前に全ての建材についてアスベスト＊含有の有無を確認す

る。 

・非飛散性アスベスト＊含有建材の解体にあたっては，湿潤化し，人力作業

によって取り外しを行い，破砕はしない。 
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環境目標 10 良識と思いやりに支えられた快適でさわやかな暮らし 

 

主要施策 10-1 暮らしのマナーとモラルの浸透 

 

■市民が 

行動すること 

①近隣に配慮した暮らし 

●騒音，振動を出さない暮らしに心掛けます。 

・テレビやオーディオ，カラオケの音量は，迷惑を考えて調整する。 

・ピアノや作業場など音の出る部屋は防音する。 

・夜中にカラオケ等で騒がない。 

●悪臭を出さない暮らしに心掛けます。 

・油や薬品を排水路等に流さない。 

・除草剤等は使用法をよく読み，正しく使う。 

・ごみ等は燃やさず，放置せず，適切に処理する。 

●ペットは正しく飼います。 

・糞や小屋の清掃を定期的に行う。 

・犬等の放し飼いはしない。 

・犬等の糞は持ち帰る。 

②環境美化活動等の実践 

●ごみは正しく捨てます。 

・ルールに基づいて正しくごみを処理する。 

・空き缶やたばこの吸殻などごみの不法投棄（ポイ捨てを含む）はしない。 

●家や家の周りの美化に努めます。 

・庭の清掃や草刈り，庭木の手入れを定期的に行う。 

・自宅前の道路は自主的に清掃する。 

●まちの美化活動や清掃イベントに参加や協力をします。 

・市や地域・地区で行うごみ拾いや清掃等の活動に参加する。 

・水辺や里山＊の清掃活動等に参加する。 

・散歩のときなど，気がついたごみは自主的に拾う。 

③民間団体＊活動の展開 

●市と連携し，暮らしにおけるマナーやモラルの普及活動を展開します。 

●市と連携し，まちの美化活動や清掃イベントの企画や運営をします。 

■事業者が 

行動すること 

①ごみの適正処理 

●ごみは正しく捨てます。 

・法律や条例を遵守し，ルールに基づいて正しくごみを処理する。 

●ごみの不法投棄（ポイ捨てを含む）を予防します。 

・自動販売機などの設置箇所には適切にごみ箱を設置する。 
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●事業所や事業所の周りの美化に努めます。 

・事業所内の清掃や草刈り，植栽等の手入れを定期的に行う。 

・事業所前の道路は自主的に清掃する。 

②環境美化活動への協力 

●まちの美化活動や清掃イベントに参加や協力をします。 

・市や地域・地区で行うごみ拾いや清掃等の活動に参加する。 

・水辺や里山＊の清掃活動等に参加する。 

③観光マナー普及への協力 

●環境に配慮した観光マナーを普及します。 

・ホテル，釣り具店，駅などで，観光マナーについての自主的なキャンペー

ンを行う。 

・市や業界団体その他の民間団体＊等で作成したポスターの掲示やパンフレ

ットの配布等に協力する。 

■滞在者が 

行動すること 

①地域環境に配慮した観光マナーの遵守 

●漁業に迷惑をかけずに釣りを行います。 

・禁漁区での釣りはしない。 

・生けすや定置網の近くで釣りはしない。 

・網等に引っかかった針，ルアーは，適切にはずし，回収する。 

○外来魚の放流等を行いません。（P.155参照） 

○生態系に配慮した釣り具を使用します。（P.155参照） 

●まちや自然を汚しません。 

・ごみの不法投棄（ポイ捨てを含む）は行わない。 

・持ち込んだごみは自宅に持ち帰り，処分する。 

・気がついたごみは拾い，ごみ箱に捨てる。 
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環境目標 11 緑と水辺がすがすがしい，美しい町並み 

 

主要施策 11-1 自然や生活に配慮した開発の実施 

 

■市民が 

行動すること 

①環境に配慮した住宅の建築等 

●できるだけ自然を傷つけずに家を建てます。 

・敷地に生えていた樹木は切らずに生かす。 

・なるべく地形を崩さずに，地形に沿った家を建てる。 

○雨水をできるだけ地下に戻します。（P.152参照） 

●周辺の迷惑に配慮して家を建てます。 

・ピアノや作業場など音の出る部屋は防音する。 

・エアコンの室外機や換気扇を隣家に迷惑をかけないように設置する。 

○太陽光・太陽熱利用設備や雨水利用設備，省エネルギー設備等を導入した

環境共生住宅＊を建てます。（P.162参照） 

○地区計画＊や建築協定＊等に参加や協力をします。（P.174参照） 

 

■事業者が 

行動すること 

①環境に配慮した開発 

●法律や要綱等を守ります。 

・建築基準法，都市計画法などの法律を遵守する。 

・要綱や指導に基づき，適切な道路，公園，緑地等を整備する。 

●できるだけ自然を傷つけない開発を行います。 

・敷地に生えていた樹木は切らずに生かす。 

・地形を崩さずに，地形に沿った建物を建築する。 

○雨水をできるだけ地下に戻します。（P.153参照） 

●省エネルギー型の住宅を建てます。 

・断熱性，機密性の高い住宅を建てる。 

・通風に配慮した間取りや窓を計画する。 

・太陽光発電設備や雨水利用設備等を導入する。 

・太陽熱利用設備を導入する。 

○地区計画＊や建築協定＊等に参加や協力をします。（P.175参照） 

●看板，張り紙，広告塔などの屋外広告物の設置する際には，景観に配慮し

ます。 
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主要施策 11-2 緑と水辺を生かしたうるおいと調和のあるまちづく

りの推進 

 

■市民が 

行動すること 

①良好な町並みづくりへの参加・協力 

●生垣補助制度＊等を活用し，庭や家を積極的に緑化します。 

・庭木を植えるとともに，補助を活用し，生垣化を図る。 

・屋上緑化や壁面緑化に努める。 

・地域の生態系に配慮し，郷土種の植栽に努める。 

●庭木等を適正に維持管理します。 

・散水や定期的な剪定等を行う。 

●自主的な町並みづくりを行います。 

・景観デザインマニュアル＊等を活用し，周辺と調和する良好なデザインの

家屋を建築する。 

・ごみ置き場，室外機等は生垣等で（室外機との十分な空間をとって）隠

す。 

②まちへの愛着・誇りの育成・伝承 

●水郷やまちの魅力を発見し，情報を発信します。 

・水郷らしさや土浦らしさが感じられる景観ポイント等を発見，発掘し，広

報やインターネットで発信する。 

・親子での町並みの探索やごみ拾いに参加し，郷土への愛着や誇りをはぐく

み，伝える。 

③地域のまちづくり・美化活動等への参加・協力 

●地域の緑化・美化活動に参加や協力をします。 

・市民参加による緑化・植樹イベントに参加する。 

・市民参加による清掃イベント等に参加や協力をする。 

・日頃からごみを見つけたら拾う。 

●地域の緑の維持管理に参加や協力をします。 

・地域の公園管理活動等に参加や協力をする。 

・公共用地の敷地や花壇等を借り上げ，市民参加による緑化や維持管理等を

行う。 

●地域的な町並みづくりに参加や協力をします。 

・ワークショップ＊や懇談会などに参加し，まちづくりについて意見を交換

する。 

●地区計画＊や建築協定＊等に参加や協力をします。 

・地区計画＊に協力し，総合的なまちづくりに参加する。 

・建築協定＊に協力し，一体的な町並み形成に参加する。 

・緑化協定＊に協力し，緑豊かな町並み形成に参加する。 
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■事業者が 

行動すること 

①良好な町並みづくりへの参加・協力 

●事業所敷地内を積極的に緑化します。 

・敷地内空地の緑化を図る。 

・屋上緑化や壁面緑化に努める。 

・地域の生態系に配慮し，郷土種の植栽に努める。 

●緑地等の地域開放を図ります。 

・敷地内緑地を，公園やポケットパーク＊等として地域に開放するよう努め

る。 

●敷地内植栽を適正に維持管理します。 

・散水や定期的な剪定等を行う。 

●自主的な町並みづくりを行います。 

・景観デザインマニュアル＊等を活用し，周辺と調和する良好なデザインの

家屋を設計，建築する。 

・霞ヶ浦等の眺望に配慮し，建築の高さ等を適切に計画する。 

②地域のまちづくり・美化活動への参加・協力 

●地域の緑化活動に参加や協力をします。 

・市民参加による緑化・植樹イベントに参加や協力をする。 

・緑化イベント等に造園技術者等のアドバイザーを派遣する。 

●地域の美化活動等に参加や協力をします。 

・定期的な清掃イベント等に参加や協力をする。 

・清掃イベントに車両や機材等を提供する。 

●地域的な町並みづくりに参加や協力をします。 

・ワークショップ＊や懇談会などに参加し，まちづくりについて意見を交換

する。 

●地区計画＊や建築協定＊等に参加や協力をします。 

・地区計画＊に協力し，総合的なまちづくりに参加する。 

・建築協定＊に協力し，一体的な町並み形成に参加する。 

・緑化協定＊に協力し，緑豊かな町並み形成に参加する。 
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環境目標 12 だれもが安心して歩ける，散歩が楽しいまち 

 

主要施策 12-1 公共交通の利便性の向上 

 

■市民が 

行動すること 

①公共交通の利用の実践 

●公共交通をできるだけ利用します。 

・通勤やレジャーに，できるだけ公共交通を利用する。 

②利便性向上のための意見・提言の提示 

●公共交通を考える市民活動等に参加や協力をします。 

・体験乗車等を行い，利用上の問題点をチェックする。 

・駐輪場や駐車場などからの乗換えのスムーズさ等をチェックする。 

・利用を促すサービス等を考え，市，事業者に提示する。 

■事業者が 

行動すること 

①公共交通のサービス向上 

●人や環境にやさしい公共交通に転換します。 

・バス事業者は，低床バス（ノンステップバス），低公害バスを導入する。 

●バス・鉄道事業者は，定期券等のサービスを充実します。 

・休日家族利用サービスの付加など，新たな定期券サービス等を検討する。 

・各社共通回数券の導入を検討する。 

・1日乗車券など観光客向けのサービスを充実する。 

●駅舎等のバリアフリー＊化を推進します。 

②公共交通の利用促進 

●公共交通による通勤を進めます。 

・駅への送迎バス等を運行する。 

③新たな公共交通の整備 

●新たな交通システムの整備について，市と検討を進めます。 

・常磐線土浦駅とつくばエクスプレスつくば駅間を結ぶ新交通システム＊

や，つくばエクスプレスの延伸の展開への可能性について，市と検討す

る。 

・既存のバス路線を補充するコミュニティバス＊等や福祉バス＊の運行につい

て，市と検討する。 

・観光やレクリエーションの拠点となる施設を連絡する水上交通ネットワー

クづくりを市等と検討する。 

④公共交通を生かした都市整備の推進 

●高齢社会に対応した，歩いて暮らせる都市づくりを推進するため，パーク

アンドライド＊やトランジットモールなど新たな交通システムの導入へ向

け協力します。 
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■滞在者が 

行動すること 

①公共交通の利用推進 

●観光での公共交通の利用を進めます。 

・できるだけ自家用車を使わない観光に心掛ける。 

 

 

 

主要施策 12-2 歩行者にやさしいまち・みちづくり 

 

■市民が 

行動すること 

①歩行者ルートの安全・バリアフリー＊点検等への参加・協力 

●みちの安全性や交通弱者への配慮を調査し，改善を求めます。 

・市民参加の安全点検や車椅子体験等に参加や協力をし，危険箇所や不備の

ある箇所をまとめ，市に改善を提言する。 

・普段から危険性等に留意し，見つけた場合は市に提言する。 

②自転車・自動車等の運転マナーの遵守 

●人に危険のないよう，自動車・バイクの交通ルールや運転マナーを守りま

す。 

・制限速度，交通標識，安全確認を守る。 

・運転中は携帯電話を使わない。 

●人に危険のないよう，自転車の交通ルールや運転マナーを守ります。 

・人混みでは下車して進む。 

・人を追い越すときは，ゆっくり追い越すなどの配慮をする。 

●道路や歩道への不法駐車等を行いません。 

・自動車やオートバイは駐車場，パーキングエリア等へ駐車する。 

・自転車やオートバイは駐輪禁止エリアを守る。 

・自転車やオートバイを止めるときは歩道をふさがない。 

③自転車の利用の推進 

●サイクルアンドライド＊を実行します。 

■事業者が 

行動すること 

①建築物のバリアフリー＊化の推進 

●だれもが利用できる建物を建てます。 

・新築建物は，スロープやエスカレーターを整備し，バリアフリー＊化を徹

底する。 

・病院や店舗などの公益性の高い既存建物は，バリアフリー＊化を図る。 

②適正な駐車・駐輪場等の整備 

●必要な駐車場や駐輪場を適正に整備します。 
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・従業員用，来客用の駐車場，駐輪場を必要数整備する。 

③自転車利便性の向上 

●自転車修理・整備サービスを充実します。 

・自転車の修理や整備に関するサービスを充実する。 

・マップやシンボル表示によるステーション化に参加や協力をする。 

④自転車・自動車等の運転マナーの遵守 

●従業員への運転マナーなどの教育を徹底します。 

・講習，研修等で安全運転を徹底して教育する。 

●人に危険のないよう，自動車・バイクの交通ルールや運転マナーを守りま

す。 

・制限速度，交通標識，安全確認を守る。 

・運転中は携帯電話を使わない。 

●人に危険のないよう，自転車の交通ルールや運転マナーを守ります。 

・人混みは下車して進む。 

・人を追い越すときはゆっくり追い越すなどの配慮をする。 

●道路・歩道への不法駐車を行いません。 

・自動車やオートバイは駐車場，パーキングエリア等へ駐車する。 

・自転車やオートバイは駐輪禁止エリアを守る。 

・自転車やオートバイを止めるときは歩道をふさがない。 

■滞在者が 

行動すること 

①自転車利用の推進 

●観光にレンタルサイクルを活用します。 

②自転車・自動車等の運転マナーの遵守 

●人に危険のないよう，自動車・バイクの交通ルールや運転マナーを守りま

す。 

・制限速度，交通標識，安全確認を守る。 

・運転中は携帯電話を使わない。 

●人に危険のないよう，自転車の交通ルールや運転マナーを守ります。 

・人混みは下車して進む。 

・人を追い越すときはゆっくり追い越すなどの配慮をする。 

●道路・歩道への不法駐車を行いません。 

・自動車やオートバイは駐車場，パーキングエリア等へ駐車する。 

・自転車やオートバイは駐輪禁止エリアを守る。 

・自転車やオートバイを止めるときは歩道をふさがない。 
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環境目標 13 郷土の歴史と文化が薫るまち 

 

主要施策 13-1 地域の歴史・文化の掘り起こしと伝承 

 

■市民が 

行動すること 

①地域の歴史的・文化的資源の発掘 

●市民参加による地域文化実態調査に参加や協力をします。 

・市民参加による文化財調査に参加や協力をし，現地踏査や聞き取り調査な

どにより，地域の埋もれた文化財や民俗文化等を発掘し，地図や民俗誌と

してまとめる。 

・自主的な地域文化の調査，学習を行い，地域の歴史への知識，理解を深め

る。 

②適正な文化財の維持・保存 

●指定文化財を大切に維持し，保存します。 

・市と連携し，文化財の維持管理を行う。 

・市民参加による文化財パトロール等に参加や協力をする。 

●登録文化財の登録に協力します。 

・歴史的な建物等の登録文化財への登録に協力する。 

・市と連携し，登録文化財の維持管理を行う。 

③地域文化の伝承活動等の展開 

●地域文化の伝承に参加や協力をします。 

・祭りや風習を伝承するサークル活動や民間団体＊活動に参加や協力をす

る。 

・祖父母から孫子への地域文化の伝承など，自主的な伝承活動を行う。 

・郷土史に関する知識，技術を生かし，総合的な学習の時間＊や生涯学習等

に講師として参加や協力をする。 

④民間団体＊活動の展開 

●地域文化実態調査に取り組みます。 

・市と連携し，市民参加による地域文化実態調査の企画や運営をする。 

●地域文化の伝承に取り組みます。 

・祭りや風習を伝承する民間団体＊活動等の企画や運営をする。 

 

■事業者が 

行動すること 

①適正な保護又は発掘調査の実施 

●埋蔵文化財の保護又は発掘調査を適正に行います。 

・市の助言や指導に基づき，開発地等の埋蔵文化財を保護又は発掘調査し，

記録する。 

②民間団体＊活動への協力 
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●地域文化伝承に関する民間団体＊活動を支援します。 

・募金や寄付等による協力を行う。 

■滞在者が 

行動すること 

①文化財に配慮した観光 

●見学のマナーを守ります。 

・たばこの火の不始末に気をつける。 

・文化財にむやみに触れたりしない。 

②民間団体＊活動への協力 

●地域文化伝承に関する民間団体＊活動を支援します。 

・募金や寄付等による協力を行う。 

 

 

主要施策 13-2 歴史・文化を生かしたまちづくりの展開 

 

■市民が 

行動すること 

①歴史的町並みづくりへの参加・協力 

○登録文化財に参加や協力をします。（P.179参照） 

●歴史的な町並みと調和する家屋等を建設します。 

・景観デザインマニュアル＊等を活用し，歴史的な町並みに調和する家屋等

を建設する。 

②地域の歴史的な知識等の提供 

●市民ガイド等に参加や協力をします。 

・郷土史の知識等を生かし，市民ガイド等に参加する。 

●地域の食文化づくりに参加や協力をします。 

・郷土料理の研修や講習，コンテストなどに参加や協力をする。 

■事業者が 

行動すること 

①歴史的町並みづくりへの参加・協力 

●歴史的な町並みと調和する店舗や事業所等を建設します。 

・景観デザインマニュアル＊等を活用し，歴史的な町並みに調和する店舗や

事業所等を建設する。 

②郷土の食文化づくり等への参加 

●郷土の食文化づくり等を進めます。 

・霞ヶ浦産の魚類やレンコン等を生かした商品開発を行う。 
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環境目標 14 環境を守り，はぐくむ，知恵と行動の輪を広げる 

 

主要施策 14-1 環境情報の収集・提供体制の整備 

 

■市民が 

行動すること 

①環境調査への参加・協力 

●環境調査等に参加や協力をします。 

・市民参加型の環境調査に参加や協力をする。 

・自主的な環境調査や学習を行い，地域環境への知識，理解を深める。 

・市や民間団体＊が実施する環境調査に対し，データの提供やアンケート等

への協力を行う。 

②情報発信イベント等への参加・協力 

●情報発信イベント等に参加や協力をします。 

・市民や民間団体＊，市で実施するシンポジウム等の情報発信イベントに参

加や協力をする。 

・茨城県霞ケ浦環境科学センター＊による各種イベント等に参加・協力す

る。 

③民間団体＊活動の展開 

●環境調査等に取り組みます。 

・市と連携し，市民参加型の環境調査や情報発信イベント等の企画や運営をする。 

・民間団体＊で保有するデータを市で構築する環境情報データベースに提供する。 

■事業者が 

行動すること 

①環境調査等への協力 

○環境調査等を支援します。 

・市や市民，民間団体＊等で行う環境調査や情報発信イベントに，ボランテ

ィア参加や経済的な支援を行う。 

②環境情報の提供体制の充実 

●環境情報の提供に協力します。 

・事業に伴う環境関連データを自主的に調査し，情報を蓄積する。 

・事業者や業界団体が保有する環境関連データや，保全技術等の情報を市で

構築する環境情報データベースに提供する。 

・市の保有する事業者情報の開示や利用に協力する。 

■研究者が 

行動すること 

①環境調査等への参加・協力 

●環境情報調査等に参加や協力をします。 

・アドバイザーや指導員として，市や民間団体＊等による環境調査等を支援する。 

・環境保全に関する研究成果等を地域の環境保全活動等に積極的に提供する。 
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主要施策 14-2 環境教育・環境学習の充実 

 

■市民が 

行動すること 

①環境教育・環境学習への積極的な参加 

●環境教育や環境学習に積極的に取り組みます。 

・日頃から環境問題に興味を持ち，環境保全等に関する理解や知識を深める。 

・家族やサークルなどで環境に関する知識や情報を交換する。 

・市民参加型の環境教育や環境学習の機会に参加する。 

○我が家の環境大臣事業＊へ登録するなど，省エネルギー情報の取得に努め

ます。（P.162参照） 

②地域の環境教育・環境学習への協力 

●環境に関する知識や技術を地域に提供します。 

・人材バンク＊に登録し，リーダーや講師として環境教育や環境学習に協力する。 

・地域の人材と相互に交流や情報の交換をし，環境に関する知識や技術を高め合

う。 

●民間団体＊活動等に参加します。 

・民間団体＊活動に参加し，地域の環境教育や環境学習活動等の企画や運営

に取り組む。 

③民間団体＊活動の展開 

●地域の環境教育や環境学習活動に取り組みます。 

・市や他の団体等と連携し，地域の環境教育や環境学習に取り組む。 

■事業者が 

行動すること 

①環境教育・環境学習への積極的な参加 

●環境教育や環境学習に積極的に取り組みます。 

・社員の環境保全等の意識を高めるため，環境教育を実施する。 

・環境保全等の技術や知識などを向上するため，自主的に研修や講習等を実施す

る。 

・行政や業界団体等が実施する環境関連の研修，講習等に参加する。 

②地域の環境教育・環境学習への支援・協力 

●環境教育や環境学習の機会を提供します。 

・工場見学や農業体験など，事業活動を生かした環境教育や環境学習の機会

を提供する。 

●環境に関する知識や技術を地域に提供します。 

・地域の環境教育や環境学習に講師や技術者を派遣する。 

・専門的な技術や知識を提供し，地域や民間団体＊リーダー等の育成を支援する。 

■研究者が 

行動すること 

①地域の環境教育・環境学習への協力 

●環境に関する知識や技術を地域に提供します。 
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・人材バンク＊に参加や協力をし，専門的な知識や技術を提供する。 

・講師やリーダー等の研修や講習会など，地域の人材育成に協力する。 

 

主要施策 14-3 地域的パートナーシップの展開 

 

■市民が 

行動すること 

①コミュニティ活動への参加・協力 

●地域の環境保全等の活動に参加や協力をします。 

・町内会等に参加する。 

・コミュニティのルールや役割分担に従い，環境保全等の活動に取り組む。 

・地域のコミュニティ活動に積極的に参加し，地域の環境保全等の活動の企

画や運営に取り組む。 

②その他の民間団体＊活動への参加・協力 

●民間団体＊活動に参加や協力をします。 

・民間団体＊活動に参加し，地域的な環境保全等の活動への参加や支援を行

う。 

③地域と密着した民間団体＊活動の展開 

●地域の環境保全等の活動に率先的に参加します。 

・市やまちづくり市民会議＊（各地区市民委員会）やさわやか環境推進員＊と

連携し，地域的な環境保全等の活動への参加や支援を行う。 

・幅広い市民の参加が可能となる，柔軟な参加形態を構築する。 

■事業者が 

行動すること 

①事業者共同組織等への参加・協力 

●事業者間の連携をはぐくみ，共同体制を築きます。 

・環境保全のための事業者共同組織の設立に参加や協力をする。 

・事業者相互の連携や交流を広げ，環境保全等の共同活動や事業を企画し，

実施する。 

②地域環境保全等の活動への参加・協力 

●地域との連携をはぐくみ，環境保全等の活動に協力します。 

・市やまちづくり市民会議＊（各地区市民委員会）やさわやか環境推進員＊と

連携し，地域的な環境保全活動に参加や協力をする。 

■研究者が 

行動すること 

①地域の団体活動等への協力 

●地域の団体活動等を支援します。 

・地域の団体活動等に参加や協力をし，専門的な知識や技術を提供する。 
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主要施策 14―4 近隣市町村，県，国，海外との連携の強化 

 

■市民が 

行動すること 

①広域的な環境保全等の活動などへの参加 

●広域的な環境保全等の活動などに参加します。 

・インターネット等を活用し，他市町村や海外の市民等との情報交換や意見

交換などを自主的に行う。 

・民間団体＊が行う広域的なイベントや環境保全等の活動に参加する。 

・国や県が行うイベント，環境保全等の活動などに参加する。 

・海外ボランティアや募金活動等の国際的な支援事業等に参加や協力をす

る。 

・茨城県霞ケ浦環境科学センター＊のパートナー制度・サポーター制度へ積

極的に登録する。 

■事業者が 

行動すること 

①広域的な環境保全等の活動などへの参加 

●広域的な環境保全等の活動などに参加します。 

・他市町村や海外の事業者との環境関連情報や技術の交換，共同による環境

保全等の活動や事業展開を図る。 

・国や県が実施する環境保全等のための施策やイベントに参加や協力をす

る。 

・広域的な環境保全等の活動を行う民間団体＊を支援する。 

・海外ボランティアや募金活動等の国際的な支援事業等に参加や協力をす

る。 

■研究者が 

行動すること 

①広域的な環境保全等の活動などへの参加 

●研究者間の広域交流を図ります。 

・他市町村や海外の研究者との交流を広げ，環境保全等に関する知識や技術

を蓄積し，共有，発信する。 

●広域的な環境保全等の活動に貢献します。 

・広域的な民間団体＊活動に参加や協力をし，専門的な知識や技術の提供や

アドバイザー等として活動を支援する。 

・広域的，国際的な会議や研究活動等に参加し，専門的な立場から環境保全

等の活動に貢献する。 



 

 

 

 

 

資料 

 

資料  用語の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６ 
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資料 用語の解説 

 

【あ行】 

■ISO（国際標準化機構） 

 国際的な標準規格を制定し，普及促進させる機関（International Organization for 

Standardization)。主な標準規格には，ISO9000 シリーズ（品質マネジメントシステム）と

ISO14000シリーズ（環境マネジメントシステム＊）があり，これらは企業や団体等の組織で行

われている品質や環境の管理の仕組み（マネジメントシステム）の規格となっている。ISO14000

シリーズは，各組織が環境保全に向けた自己管理を継続的に改善する仕組みを定めている。環境

への取組が組織の社会的な評価につながること，省資源や省エネルギー，リサイクル等が中・長

期的にはコストダウンにつながることなどから，認証取得数は年々増加している。 

 市役所では，職員の環境保全意識の高揚と，地域の環境保全活動のリーダーとなるべく，平成

17年 6月の市長の「キックオフ宣言」以降，認証取得に向け全所属が一丸となって準備を進め，

平成 18年 6月に ISO14001を認証取得している。 

 

■アイドリング（Idling） 

 駐車時や停車時に自動車のエンジンを空転させること。アイドリングストップとは，駐車時や

停車時に自動車のエンジンを止めることで，これにより地球の温暖化，大気汚染，騒音等の抑制

効果が期待される。 

 

■IPCC(気候変動に関する政府間パネル） 

 各国政府から選ばれた専門家が地球温暖化問題について議論する場として，1988年，国連環

境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）の共催により設置された。温暖化の科学的評価や社会

経済への影響，対応戦略などを中心として，地球温暖化に関する基礎的な知見や考え方を整理し

ている。 

 

■アオコ 

 植物プランクトンの一種であるらん藻類＊の俗称。窒素＊やりん＊分の多い富栄養湖沼において

夏から秋にかけて異常繁殖して湖沼水を緑色に変色させることがある。アオコが発生すると透明

度が低下したり，着色等により上水道への利用が不適当となることがある。さらにアオコが死滅

する際，悪臭を発生するとともに水中の容存酸素を奪うため，水産や観光上重大な被害をもたら

すこともある。海洋における赤潮に相当する。アオコの発生を防止していくためには，窒素＊やり

ん＊の削減対策が不可欠となる。 

 

■アジェンダ 21（Agenda21） 

 地球サミット＊で採択された地球環境問題解決のための具体的な行動計画。社会的経済的要素，

開発のための保全と管理，主たるグループの役割の強化，実施手段の 4部で構成されている。 

 

■アスベスト（石綿） 

 天然に存在する繊維状の鉱物のこと。耐熱・対磨耗性にすぐれているため，建築材など多くの
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製品に使用されてきた。しかし，肺がんや中皮腫を引き起こす等の健康影響を有するため，大気

汚染防止法では「特定粉じん」に指定され，排出規制等が行われている。平成 17年 2月には，

建築物解体作業における対策の徹底を狙いとした「石綿障害予防規則」が，平成 18年 2月には，

石綿の吸入により中皮腫等の疾病にかかった者やその遺族に対し医療費等を支給することなどを

定めた「石綿による健康被害の救済に関する法律」が制定された。 

 

■アドバイザー制度 

 地域づくりや環境保全等の活動をサポートするため，専門的な知識や経験を持つ人材をアドバ

イザーとして登録し，地域の要望に応じ助言者や指導者として派遣する制度。 

 

■アメニティ（Amenity）   

 心地よさや快適さのこと。快適な環境を表す概念。 

 

■安心歩行エリア 

 歩行者や自転車が安全に通行できる交通環境を確保するため，国土交通省と警察庁が事故多発

地帯を中心に指定するもの。エリア内においては，交通規制の強化や道路環境の整備が重点的に

行われる。 

 

■硫黄酸化物（SOx） 

 石油や石炭などの硫黄を含んだ燃料の燃焼に伴って発生し，高濃度では人の呼吸器や植物等に

悪影響を及ぼすほか，酸性雨＊の原因にもなる。 

 

■生垣補助制度 

 緑豊かな住みよいまちづくりを進めるために，新たに生垣を設置される方，及び既存のブロッ

ク塀を撤去して生垣に改造される方に，生垣設置の費用の一部を補助する市の制度。 

 生垣は，家の中から四季の緑が楽しめるだけでなく，道行く人々に心にうるおいと安らぎを与

え，地震などの災害にも役立ち，市街地の緑化に重要な役割を果たします。 

 

■eスタート 

 温暖化対策の一環として，自動車の燃費を向上させるための発進の方法のこと。車は発進時に

多くの燃料を消費するため，発進をやさしく，スムーズに行うことがエコドライブ＊につながる。

それを“ふんわりアクセル『eスタート』という。“ふんわりアクセル『eスタート』を実践す

ると，燃費が概ね 10％程度（財団法人省エネルギーセンター調べ），改善されると見込まれてい

る。 

 

■一酸化炭素（CO） 

 一般には，燃料の不完全燃焼によって発生するが，都市における最大の発生源は自動車の排出

ガスである。一酸化炭素は，血液中のヘモグロビンと容易に結合して，呼吸困難を引き起こす。 
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■遺伝子資源 

 様々な環境に適応し，種を維持してきた生物種の持つ多大な遺伝子情報のこと。医薬品の開発，

農産物の品種改良や水環境浄化などに役立ち，遺伝子資源を保護し，生物多様性を維持すること

は，地球の生態系の健全化においても必要不可欠である。 

 

■茨城県霞ケ浦環境科学センター 

 平成 7年，土浦市とつくば市において開催された第 6回世界湖沼会議＊より，世界に向けアピ

ールされた「霞ヶ浦宣言」を受け，「人と自然の共生する環境の保全・創造」を実現するため県が

平成 17年 4月 22日，土浦市沖宿町に開設。市民・企業・研究者・行政を結ぶパートナーシッ

プの構築を基本の考え方として，霞ヶ浦をはじめとする県内の湖沼，河川の水環境や大気環境な

ど環境に関する研究成果や各種情報の集積と公開を進めるとともに，環境学習や市民活動の拠点

として活用されている。 

 

■上乗せ基準 

 環境汚染物質の排出等の規制として国で定める全国一律の排出基準等に対し，より十分な環境

保全を図るため，県や市の条例等により定めたより厳しい排出基準又は排水基準をいう。 

 

■エコショップ・エコショップ制度 

 環境負荷の低い商品の販売，ごみの減量化，リサイクル活動等に積極的に取り組む小売店舗を

「エコショップ」として認定し，広く市民に周知し，環境にやさしい暮らしの定着を促す制度。

土浦市では，土浦市エコ・ショップ制度実施要綱に基づき，所定の要件を満たす小売店舗につい

てエコショップの認定を行い，認定証及び認定ステッカーを交付している。 

 

■エコツーリズム（Eco Tourism） 

 自然環境が残る地域において，生態系への配慮の下，地域の文化的な特色やそこで見ることの

できる景観や野生の動植物を観察，学習し，楽しむことを目的とした自然志向型の観光。 

 

■エコドライブ（Eco Drive） 

 無駄な燃料消費や騒音などの少ない，環境にやさしい適正な運転マナーのこと。タイヤ空気圧

の適正化，円滑な発進，停車時のエンジン停止（アイドリングストップ）などがある。 

 

■エコマーク（Eco Mark） 

 消費者が環境に配慮した商品を選択するときの基準とするため，環境への負荷が少なく，ある

いは環境の改善に役立つ環境に優しい製品を示すマーク。（財）日本環境協会が審査し，認定され

た商品にマークを付けることが許される。 

 

◆ESCO事業 

 工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し，さらにはその結果得られる省

エネルギー効果を保証する事業。省エネルギー改修に要した投資・金利返済・ESCO経費等は，

省エネルギーによる経費削減分でまかなわれる仕組みとなっている。なお，ESCO とは Energy 

Service Companyの略。 
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■オゾン層 

 オゾン層は，地表から約 10㎞～50㎞の成層圏に存在し，皮膚ガンや白内障の原因となる有害

な紫外線（UV-B）を吸収し，地球上の生物を保護している。フロン＊等は，化学的に安定した物

質であるため，大気中に放出されると分解せずに成層圏に達し，太陽からの強い紫外線を浴びて

分解して塩素原子等を放出し，オゾン層を破壊することが問題となっている。 

 

■オーナー制度 

 生産者と直接契約し，特定の農法や農地から生産される作物を購入する制度。有機農法＊など環

境保全型農業＊の振興，農作業への参加，棚田や谷津田＊の維持など，購入や交流を通じて農業振

興や農地保全を支援する仕組みとして普及しつつある。 

 

■オフィス町内会方式 

複数の事業所が協力し合い，オフィスから出される紙ごみを分別保管し，定期的に古紙回収業

者に回収してもらい，オフィス古紙のリサイクルに取り組む活動のこと。1 事業所だけでは量が

少ないため割高になるなど困難であった回収も，参加事業所が複数集まれば効率よく回収できる。 

 

■温室効果ガス 

 太陽により暖められた地表からの赤外線放射エネルギーを吸収し，熱に変え温暖化を促す大気

中の気体を総称したもの。産業や生活により排出される二酸化炭素＊，メタン，一酸化二窒素，フ

ロン＊類など数十種類が知られており，そのおよそ 8割は石油，石炭等の化石燃料の燃焼によっ

て生じるといわれている。 

 

【か行】 

■霞ヶ浦開発事業 

 霞ヶ浦開発事業は，湖周辺を洪水から守る治水と，茨城県を始め首都圏の水を確保する利水を

目的として，昭和 43年度に国土交通省（旧建設省）が調査に着手し，昭和 45年度末に水資源

開発公団がこれを引き継いで本格的な工事に着手した。霞ヶ浦での新たな水位管理を可能にする

ため，湖周全線を堤防でつなぐ湖岸堤工事，霞ヶ浦に流入する河川の堤防を整備する流入河川工

事，適切な水位維持を可能にするための常陸川水門改築工事，さらに管理施設の新設や水位変動

に対する補償工事などが実施され，平成 8年度から管理業務に移行している。 

 

■霞ヶ浦水源地域整備事業 

 霞ヶ浦を水がめ化する霞ヶ浦開発事業＊による周辺環境の変化に対応するものとして，昭和 48

年に公布された水源地域対策特別法（水特法）に基づき，霞ヶ浦は，昭和 49年に指定ダム等（湖

沼水位調節施設）として指定され，その後，昭和 51年に，周辺 22市町村を水源地域として水

源地域整備計画が決定，公示された。この計画により，霞ヶ浦及びその周辺地域の生産機能や生

活環境等に及ぼす影響を緩和するための，土地改良，河川改修を始めとする影響緩和対策事業，

また，霞ヶ浦の水質を保全し，住民の生活の安定と福祉を向上するための，下水道，霞ヶ浦浄化

など水質保全対策事業からなる計 14事業が実施されている。また，下水道や農業集落排水の整

備に際しては，水特法に基づき，国庫補助の上乗せや，茨城県，東京都，千葉県の各利水者によ

る経費の一部負担などが図られている。水源地域整備事業は，平成 16年度までに全ての事業が

終了している。 
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■霞ヶ浦水質浄化親子研修会 

市内の小学校４年生以上の児童とその親を対象に，夏休み期間を利用して，霞ヶ浦の湖上にお

いて開催される研修会。郷土の湖に親しむ心を養うとともに霞ヶ浦の現状について理解と認識を

してもらうことを目的としている。研修では霞ヶ浦の概要や市の水質浄化対策について説明のほ

か，湖心付近での水質調査を行う。 

 

■霞ヶ浦湖沼水質保全計画 

 富栄養化＊などに伴う水質汚濁が進行する湖沼の水質の保全を図ることを目的として制定され

た湖沼水質保全特別措置法に基づく「指定湖沼」として，昭和 60年に霞ヶ浦が指定されたこと

に伴い，県が霞ヶ浦の水質保全対策を総合的かつ計画的に進めるため，5年ごとに策定する計画。 

 

■霞ヶ浦総合開発 

 第二次世界大戦後の経済復興や昭和 30年代の産業経済の発展等を背景に，茨城県では，それ

まで，一部の農業用水として利用されるだけであった霞ヶ浦の水資源を活用した工業化施策が打

ち出されるようになり，また，国においても，首都圏の水資源確保のため，「水資源開発促進法」

を定め，昭和 39年の水資源開発基本計画（第一次フルプラン）において，利根川水系を広域的

な水資源確保のための開発水系の一つとして位置付けることとなった。昭和 45年の第二次フル

プランにおいて霞ヶ浦が，水資源の一つとして位置付けられ，「霞ヶ浦総合開発」が着手されるよ

うになった。「霞ヶ浦総合開発」は，治水と利水を目的とした「霞ヶ浦開発事業＊」と，開発事業

に伴う農業等への影響の緩和や水質保全のための「霞ヶ浦水源地域整備事業＊」を合わせたものと

して進められている。 

 

■霞ヶ浦導水事業 

 霞ヶ浦導水事業は，人口増加や生活水準の向上による水需要の増加，都市化の進展による水質

汚濁など，地域の発展に伴い顕在化している霞ヶ浦や利根川，那珂川などの水に関する問題を抜

本的に解決する対策として計画された。那珂川下流部，霞ヶ浦，利根川下流部を結ぶ地下トンネ

ルを建設し，河川流量を調整（流量の余裕のある河川から不足している河川への水の導水）する

もので，利根川と霞ヶ浦を結ぶ延長約 2.6km の利根導水路と，那珂川と霞ヶ浦を結ぶ延長

42.9kmの那珂導水からなり，これにより，霞ヶ浦，桜川（水戸市），千波湖の水質浄化，渇水被

害の軽減，茨城県を始めとする首都圏水資源開発に対応するものである。 

 

■霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例（霞ケ浦富栄養化防止条例）・霞ケ浦富栄養化防止基本計画 

 茨城県は，霞ヶ浦の富栄養化＊を防止し，環境保全を図るため，昭和 57年に「霞ケ浦富栄養化 

 ＊防止条例」を施行し，同時に「霞ヶ浦富栄養化＊防止計画」を策定した。同計画により，工場や

事業所の窒素＊やりん＊の排水規制，りん＊を含む家庭用合成洗剤の使用等の禁止，農業，畜産業，

魚類養殖業及び生活排水に係る各指導要綱により，窒素＊やりん＊の流入対策を図っている。平成

14年には第三期の防止計画が策定されている。 
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■家庭排水浄化推進協議会 

 昭和 55年に発足した土浦市粉石けん使用運動推進協議会が，昭和 58年に現在の「土浦市家

庭排水浄化推進協議会」に改称し，市民の水質保全への意識啓発と家庭排水の処理を推進するこ

とで霞ヶ浦の水質浄化を図る活動を展開している。市に事務局を置き，地区長連合会，まちづく

り市民会議＊，消費生活連絡協議会の 3つの団体で組織している。 

 

■家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法） 

一般家庭や事務所から排出された家電製品から，有用な部分や材料をリサイクルし，廃棄物を

減量するとともに，資源の有効利用を推進するための法律。エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機

について，小売業者に消費者からの引取り及び引き取った家電の製造者等への引渡しを義務付け

るとともに，製造業者等に対し引き取った廃家電の一定水準以上のリサイクルの実施を義務付け

たもの。 

 

■環境影響評価（環境アセスメント） 

 事業者自らが，事業の実施が環境に及ぼす影響を事前に調査，予測及び評価をするとともに，

環境の保全のための措置を検討し，この措置が行われた場合における環境に及ぼす影響を総合的

に評価すること。 

 

■環境家計簿 

 環境省等が発行している家庭向けの環境管理シート。電気，ガス，水道などの光熱費，食料容

器の使用量やごみの量等を家計簿の要領で記入することで，家庭からの CO2
＊の排出量が算出で

き，家庭における環境負荷の状況や無駄な浪費を把握できる。 

 

■環境基準 

 大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染及び騒音に関わる環境上の条件についてそれぞれ，人の

健康を保護し，生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として，国が定めた基準。

環境基準は行政上の目標であり，直接に工場等を規制するための規制基準とは異なる。 

 

■環境共生住宅 

 地球環境を保全する観点から，エネルギー，資源，廃棄物などの面で十分な配慮がなされ，周

辺の環境と調和し，健康で快適に生活できるように工夫された住宅。具体的には，高断熱化，自

然エネルギーの利用などを採用した住宅。 

 

■環境計画進行管理委員会 

 市の環境施策の適正な進行を確保するため，土浦市環境基本条例により設置される進行管理組

織。委員は市長の委嘱により識見を有する者 3名から構成され，環境基本計画に基づく施策の進

行状況について調査し，市長への報告や助言を行う。 
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■環境基本計画推進協議会 

市の環境基本計画に位置付けられた市民，事業者及び市の取組を，各主体が協働して推し進め

ていくための協議を行うことを目的に設置したものであり，各地区の市民委員会の環境部員や市

民団体，事業者団体等で活動している３２名により組織された（平成 18年度時点で 38名）。全

体会と役員会，３つの部会（循環型社会形成部会，自然共生・まち部会，参加・学習部会）があ

る。 

 

■環境審議会 

 環境基本法に基づき，環境の保全及び創造に関する市の基本的な施策や事項を定めるため，土

浦市環境基本条例により設置された調査審議組織。委員は，市長から委嘱された市民，学識経験

者，産業界を代表する者や市議会議員からなる 15名により構成され，環境基本計画の策定及び

変更，その他環境の保全及び創造に関する基本的な事項について調査審議する。 

 

■環境政策推進会議 

 市の環境に関する政策を総合的かつ効果的に推進するため，環境関連の主要部課により構成す

る庁内横断組織。環境政策の総合調整，環境基本計画に基づく施策の進行管理その他環境に関す

る政策の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事務を担う。 

 

■環境と開発に関するリオ宣言 

 地球サミット＊で採択された環境と開発に関する国際的な原則を確立するための宣言で，全文及

び 27の原則から構成されている。 

 

■環境保全型農業 

 農業の持つ物質循環機能を生かし，土づくり等を通じて，化学肥料，農薬の使用等による環境

負荷の低減に配慮した持続的な農業のこと。 

 

■環境マネジメントシステム（EMS） 

 環境に関する経営方針や計画を立て，実施し，点検し，是正するというサイクルを体系的継続

的に実行していくことにより，企業等の組織が環境に与える影響を改善するための仕組みのこと。

市では，環境マネジメントシステムの規格である ISO＊14001を認証取得しており，環境マネジ

メントシステムを構築，運用し，継続的に推進していくこととしている。 

 

■間伐材 

 間伐とは，森林を育てるために森林に適度な光を入れ，木の過密化を解消するために木を間引

く作業をいい，そこでできた木材を間伐材という。割り箸のほか，従来有効な利用が考えられな

かったスギやヒノキ，カラマツ等の間伐材も細かい角材にして集成し，テーブルの天板やイスに

利用されている。 

 

■汽水魚 

 河口など海水と淡水が入り交じる水域（汽水域）に生息する魚のこと。 
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■京都議定書 

 1997年 12月，京都で開催された国際連合気候変動枠組条約＊第 3回締結国会議（COP3）

で採択された議定書のこと。ロシアの締結を受けて発効要件を満たし，2005年 2月に発効した。

日本は 1998年 4月 28日に署名し，2002年 6月 4日に批准した。締約国のうち，先進国に

対し，2008～12年の第一約束期間における温室効果ガス＊の排出を，1990年比で 5.2％（日

本 6％，アメリカ 7％，EU8％など）削減することを義務付けている。 

 

■京都議定書目標達成計画 

 京都議定書＊に定める日本における温室効果ガス＊6％削減の達成と，長期的かつ持続的な排出

削減を目的として，2005年 4月に閣議決定された計画である。①温室効果ガス＊ごとの対策・

施策，②横断的施策（国民運動の展開，公的機関の率先的取組，排出量の算定･報告・公表制度，

ポリシーミックスの活用），③基盤的施策（排出量・吸収量の算定体制の整備，技術開発，調査研

究の推進，国際的連携の確保，国際協力の推進推進体制等）について定めている。 

 

■クラインガルテン（Kleingarten） 

 クラインガルテンとは，ドイツ語で「小さな庭」を意味する。19世紀ごろからドイツなどのヨ

ーロッパ諸国において，都市部の労働者やその子供たちが自然と触れ合える場として作られるよ

うになったものであり，単なる菜園としてだけでなく，コミュニティ形成の場や緑地保全として，

重要な役割を果たしている。一般的な市民農園との主な違いは，「ラウベ」と呼ばれる小さな小屋

を併設し滞在できる形になっているものが多いことであり，「滞在型市民農園」とも捉えられてい

る。 

 

■グリーン購入（グリーン調達） 

 製品やサービスを購入する際，必要性を十分に考慮し，価格や品質，利便性，デザインだけで

なく環境への配慮から，環境への負荷の少ないものを優先して購入すること。 

 

■グリーンツーリズム（Green Tourism）   

 農山村地域などにおいて休暇を過ごすことによって，自然，文化，人々との交流などを楽しむ

旅のこと。欧州等で心の豊かさを得るための余暇形式として広がり，日本においても都市住民か

らの関心が高まっており，各地の農山村において受け入れ態勢づくりに取り組んでいる。 

 

■景観協定 

景観法（平成 16年法律第 110号）の規定に基づき，景観区域内の一団の土地の所有者，借地

権者の全員の合意により結ばれる，良好な景観の形成に関する協定。良好な景観の形成に関する

事柄を住民間の協定により一体的に定めることができる仕組みであり，住民間の契約であるとい

う協定の特質から，地域の実情に応じて柔軟に協定の内容を設定できる。 

 

■景観条例 

 景観づくりの理念や目標，具体的なまちづくりの誘導や市民の意見の反映などに関し，必要な

手続や方策などを制度的に定める条例。茨城県でも，景観法の施行に伴い茨城県景観形成条例を

改正し，平成 17年 4月に施行している。 
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■景観デザインマニュアル 

 まちづくりにおける様々な取組の景観面でのあり方を示すとともに，市民や事業者，行政等が

景観形成に取り組む指針を明らかにすることを目的としたもの 

 

■建築協定 

 ある区域の土地所有権者及び借地権者等が，自主的にその全員の合意により，区域内における

建築物の敷地，位置，構造，用途，意匠又は建築設備に関して，一般の建築基準法より厳しい基

準を定める協定。 

 

■コイヘルペス 

 コイヘルペスウイルス（koi herpes virus／KHV）と呼ばれるウイルスを病原体として，マゴ

イとニシキゴイに発生する病気。感染したコイから水を介する接触により別のコイに感染するが，

コイ以外の魚やヒトには感染しない。日本では，2003年 10月頃から霞ヶ浦のコイ養殖におい

てコイのへい死が見られ，原因について調査したところ KHV が確認され，その後，国内の他の

地域でも感染が確認されている。更なる蔓延を防止するため，特別の監視体制，養殖場における

自衛措置及び感染ゴイの処分，感染ゴイが確認された天然水域におけるコイの持ち出し禁止措置，

一般人に対するコイの移動についての注意等の措置がとられている。 

 

■光化学オキシダント（Ox） 

 大気中の窒素酸化物＊や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こして発生する二次汚

染物質で，オゾン，アルデヒドなどの酸化物質の総称である。このオキシダントが原因で起こる

いわゆる光化学スモッグは，日ざしの強い夏季に多く発生し，目を刺激するなどの健康被害を起

こすことがある。 

 

■公害・典型 7公害 

 公害とは，環境の保全上の支障のうち，事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわ

たる大気の汚染，水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水質の底質が悪化することを含む。），土

壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈下（鉱物の採堀のための土地の掘削によるものを除く。），及び

悪臭によって，人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接

な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）に係わる被害が生ずることをいう。この大気汚染

から悪臭までの 7種類の公害を，典型 7公害といい，大気汚染，水質汚濁，土壌汚染，騒音の環

境基準＊が制定されているのを始め，典型 7公害について，種々の規制基準が規定され，公害防

止対策がとられている。 

 

■公害防止（環境保全）協定 

 地方公共団体又は住民と企業の間で交わす公害防止や環境保全に関する約束。法律の規制にと

らわれず，地域の実情に応じた公害防止の目標値や，具体的な公害対策などを定めるもので，公

害防止対策の手段として広く利用されている。 
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■公共用水域 

 水質汚濁防止法で「河川，湖沼，港湾，沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接

続する公共溝渠，かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。ただし，下水道法で定

めている公共下水道及び流域下水道であって，終末処理場を有しているもの，また，この流域下

水道に接続されている公共下水道は除く。」とされている。 

 

■交通需要マネジメント（TDM） 

 渋滞の緩和や，道路交通による温室効果ガス＊排出量の削減のために，車利用者の交通行動の変

化を促し，都市又は地域レベルの道路交通混雑を緩和する手法の体系のこと。一人乗りマイカー

通勤の削減，公共交通機関への転換，時差通勤など交通需要側への規制，誘導，啓発手法を用い

る。 

 

■高度処理型合併処理浄化槽 

 窒素＊やりん＊の除去能力を高めるために改良された新たな合併処理浄化槽（台所や風呂などの

排水とし尿を併せて処理する浄化槽）。従来の合併処理型は，単独処理型（し尿処理のみ）に比べ

BOD＊の処理能力が高く普及が図られてきたが，湖沼等の富栄養化＊対策として窒素＊やりん＊を

効果的に除去することができないことから，高度処理型合併処理浄化槽への転換が必要となって

きている。なお，単独処理浄化槽については，平成 12年 6月の建築基準法の一部改正に伴い，

新設は原則禁止となっている。 

 

■交流促進地区 

 市の人にやさしいまちづくり計画で示された生活拠点施設＊を中心とした，半径 500mの誘致

圏。 

 

■国際連合気候変動枠組条約 

 国際社会における，地球温暖化防止に向けた取組の基本的な枠組みを定めた条約。1992年 5

月に採択され，1994年 3月に発効した。 

 

■国連人間環境会議 

 1972 年にスウェーデンのストックホルムで開催され，人間環境宣言＊の採択，環境保護のた

めの国際的行動計画の採択，国連環境計画（UNEP）の設立の合意，世界環境の日（6月 5日）

などが合意された。地球環境問題に関する国際的な議論の始まりともされている。 

 

■コージェネレーション・コージェネレーションシステム（Co-Generation System） 

 一つのエネルギー源から電気と熱などの有効なエネルギーを取り出して効率的に利用するシス

テムのこと。例えば，石油や天然ガス等を燃やして得た熱を動力や電気に変換し，その廃熱（未

使用熱）を冷暖房や給湯等の熱源として利用するシステム。 
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■こどもエコクラブ 

 環境保全意識の醸成などを目的として，小中学生が地域での環境学習や環境保全活動を自主的

に行うクラブ。環境省により設立され，様々な支援が行われている。 

 

■ごみ処理基本計画 

 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理基本計画のうち，家庭系ごみ及び事業系ごみを対象とし

た計画。市におけるごみ処理の現状と課題を踏まえ，ごみ総排出量の削減目標やリサイクル率の

目標などを掲げ，その達成に向けた施策を挙げている。 

 

■コミュニティバス 

 通常の路線バスでは対応が困難な比較的少量のきめ細かい地域の公共交通需要に対応するため

に運行するバスの総称。 

 

■コンポスト（Compost） 

 家庭から排出される生ごみや下水及び浄化槽汚泥，家畜の糞尿などの有機物を微生物の働きに

よって分解させ，たい肥化したもの。 

 

【さ行】 

■サイクルアンドライド（Cycle and ride） 

 自転車でバス停や駅に来て，そこからバスや電車に乗り換えるシステム。まち中への自動車流

入の抑制や，公共交通の利用促進等の効果がある。 

 

■里山 

 集落の近くにあり，かつては薪や山菜等の調達の場として利用され，人の暮らしと深い関わり

を持っていたクヌギやコナラなどの雑木林。周辺の農地やため池などと一体的に多様な動植物が

生息する身近な自然を形成しており，そうした環境の総称としても使われる。本計画では，平地

林や谷津田＊など，生物の重要な生息環境となっている田園の樹林地や水辺空間を「里山」と称し，

農地や集落などを含む，より広範な田園環境を「里」と称している。 

 

■さわやか環境条例 

 平成 7年に，土浦市の「空き缶等散乱防止に関する条例」と「雑草等の除去に関する条例」を

整理統合するとともに，放置自転車や飼い犬のふん害等の問題に対応するため，「土浦市さわやか

環境条例」を制定した。この条例では，空き地の美化，ごみのポイ捨て防止，空き缶等の散乱防

止，自転車の放置防止，飼い犬のふん害防止等のルールを定めている。 

 

■さわやか環境推進員 

 土浦市では，ごみ問題に関し市民と行政が一体となった協力体制を築くため，地域住民の代表

として「さわやか環境推進員」を任命している。さわやか環境推進員は，地域におけるごみの適

正排出や減量化，環境美化活動などを担っている。 
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■最終処分 

 廃棄物を自然環境に還元すること。これには埋立処分，海洋投入処分があり，法令により一定

の処理基準が定められている。最終処分場には，一般廃棄物の処理施設としてのものと産業廃棄

物＊の処理施設のものとがあり，さらに，処分方法により安定型処分場，管理型処分場及びしゃ断

型処分場に分けられる。 

 

■産業廃棄物 

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，燃え殻，汚泥，廃油，廃プラスチック類等，法令等で

定められた 20種類の廃棄物をいう。産業廃棄物は，排出事業者の責任において処理しなければ

ならないこととされており，他者に委託して処理する場合には産業廃棄物処理業の許可を受けた

業者に委託しなければならない。 

 

■酸性雨 

 工場や自動車から排出された硫黄酸化物＊や窒素酸化物＊等の大気汚染物質が雨水に取りこま

れて強い酸性を示す雨のことをいい，一般には pH＊が 5.6以下のものをいう。酸性雨が降ると，

土壌や湖沼が酸性化するため，樹木の枯死や湖沼の魚類等の生息環境の悪化を招いたり，屋外に

ある銅像や歴史的建造物を溶かすなどの影響が生じる。 

 

■COD（化学的酸素要求量） 

 水の汚染度を指す重要な指標であり，水中の被酸化性物質を酸化剤（過マンガン酸カリウム）

で酸化し，その際に消費される酸素量で表す。数値が高いほど汚濁が進んでいる。CODは海域及

び湖沼の水の汚濁状況を表すのに用いられる。 

 

■資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律） 

 平成 3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の改正法として，平成 12年に

制定されたもの。①事業者による製品の回収・リサイクル対策の強化，②製品の資源化・長寿命

化等による廃棄物の発生抑制（リデュース），③回収した製品からの部品等の再使用（リユース）

のための対策を行うことにより，循環型経済システムの構築を目的とする。 

 

■シックハウス症候群 

 住宅やビルにおいて，建材等に使われる化学物質等により室内の空気が汚染され，不快感やア

レルギーなどの体調不良が生じることを「シックハウス症候群」という。原因物質として，合板

の防腐剤等に使われるホルムアルデヒドのほか，接着剤，防腐剤，溶剤などに含まれる化学物質

があり，厚生労働省を中心に化学物質の指針値等が定められている。 

 

■自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律） 

 使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るために，自動車製造業者等を中心とした関係者の

役割分担等について定めた法律。自動車製造業者・輸入業者は，自らが製造・輸入した自動車が

使用済みになった際のシュレッダーダスト（車体を粉砕した後に残る破砕くず）等について，引

取り・リサイクル等の義務を負い，そのための費用は，自動車の所有者が原則新車購入時に負担
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することとなっている。解体業者などの関係事業者は，すべて都道府県知事等の登録・許可を受

けることが必要であり，各事業者間の使用済自動車の流通は一元的に情報管理される仕組みとな

っている。 

 

■四万十川方式 

 四万十川流域で導入されている廃水処理の方法であり，化学薬品を使用せず，木炭や枯れ木，

石等の数種類の自然素材のろ材を使用し，主に微生物により水質浄化を行う接触ばっ気方式を採

用している。BOD＊や COD＊，SS＊だけでなく，窒素＊，りんも同時に削減できる。 

 

■循環型社会 

 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会ではなく，資源や物をできるだけ社会の中で循環（再

使用，再生利用）させ，新たな資源の利用や廃棄物の発生を最小限にとどめた，環境負荷の少な

い持続可能な社会。 

 

■循環型農業 

 化学肥料等に頼らず，雑木林でとった間伐材＊や落ち葉，生活から生じる食品くずなどからたい

肥や飼料をつくるなど，自然や暮らしから生じる有機資源を上手に利用した農業様式。 

 

■硝酸性窒素総合対策モデル事業 

硝酸性窒素による地下水汚染が見られるモデル地域において，地域の実情に応じた最適かつ実

行可能な対策を推進し，その成果を全国に普及させることを目的として，環境省により実施され

ているモデル事業。新治地区においては平成 17年度から 3年間の計画で検討が進められている。 

 

■食育 

一人一人が自らの「食」について考える習慣を身につけ，生涯を通じて健全で安心な食生活を

実現することができるよう，食品の安全性，食事と病気との関係，食品に含まれる栄養やその組

み合わせ方，食文化，地域固有の食材などについての理解を促すための取組を進めること。 

 

■食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律） 

 食品製造工程から出る材料くずや売れ残った食品，食べ残しなどの「食品廃棄物」を減らし，

リサイクルを進めるため，生産者や販売者などに食品廃棄物の減量・リサイクルを義務付けた法

律。食品廃棄物を年間 100トン以上出す製造，小売，飲食業者などに対して，2006年度まで

に排出量の 20％を減らしたり肥料や飼料などにリサイクルしたりするよう義務付けた。 

 

■新エネルギー 

 新エネルギーは，新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法において，「技術的に実用段階

に達しつつあるが，経済的な制約から普及が十分でないもので，石油代替エネルギーの導入を図

るために特に必要なもの」として定義され，国は，現在の石油等のエネルギー利用に伴う環境負

荷を低減するため，これら新エネルギーの利用促進策を進めている。新エネルギーは，エネルギ

ー源の性質により大きく 3つの形態に分類され，太陽光発電，風力発電などの「自然エネルギー
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（再生可能エネルギー）」，廃棄物発電や廃棄物熱利用などの「リサイクルエネルギー」があり，

バイオマス＊は，種類により，双方に分類される。また,燃料電池やクリーンエネルギー自動車，

天然ガスコージェネレーションなど，従来の化石燃料を使用するが，よりクリーンで効率的な「従

来型エネルギーの新利用形態」がある。 

 

■新交通システム 

 高架上の専用軌道を走行するゴムタイヤ付き車両等による中量輸送に対応した新しい公共交通

システム。常磐線土浦駅とつくばエクスプレスつくば駅を結ぶ路線が構想されている。 

 

■人材バンク・人材バンク制度 

 知識や技術の提供，求職などの希望者を登録し，需要が生じた際に仲介する制度。本計画では，

環境保全活動等への参加を希望するアドバイザーやボランティアを登録し，民間団体＊活動等への

参加や協力を斡旋や紹介する仕組みのこと。 

 

■生活拠点施設 

 市の人にやさしいまちづくり計画に掲げる施設で，行政関連施設（市庁舎，都和支所，南支所，

上大津支所，新治支所，中央出張所，神立出張所），生涯学習・文化施設（市民会館，ワークヒル

土浦，亀城プラザ，一中地区公民館，二中地区公民館，三中地区公民館，四中地区公民館，上大

津公民館，六中地区公民館，都和公民館，新治地区公民館），社会福祉施設（総合福祉会館，新治

総合福祉センター）の２０施設を指す。 

 

■生活排水対策推進計画 

 水質汚濁防止法に基づいて生活排水対策重点地域の指定を受けた市町村が，生活排水対策の推

進に関する基本的な方針や生活排水処理施設の整備に関する事項，生活排水対策に係る啓発に関

する事項等を定めたもの。土浦市は，平成 3年に生活排水対策重点地域の指定を受けた。 

 

■生産緑地地区 

 都市計画法および生産緑地法に基づく地域地区の一種で，市街化区域内の農地等のうち，公害

や災害の防止など良好な生活環境の確保に効果があること，公園・緑地など公共施設等の敷地に

適していること，500m2以上の土地面積があることなどの基準を満たしており，管轄自治体が指

定した区域。 

 

■生産履歴記帳 

 消費者が，安全・安心な農産物の提供を受けていることを確認できるように，個々の農産物の

生産地，生産者，農薬と肥料の使用状況などの情報を記録し，消費者に提供するものであり，JA

グループなどが全国的に進めている。生産履歴を確認する仕組みは，トレーサビリティシステム

とも呼ばれている。 

 

■生分解性 

 空気中では分解しないが，土中や水中の微生物により最終的に水と二酸化炭素＊に分解され，時

間が経つと腐ってなくなってしまうもの。 
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■世界湖沼会議 

 世界の湖沼環境の保全と管理に関する研究成果の発表や意見交換をする国際的な会議として，

1984年，滋賀県の提唱により開催され，以降，2年に 1回のペースで各国で開催されている。

1995年には第 6回会議が霞ヶ浦流域の土浦市とつくば市で開催され，人と湖沼の調和をテーマ

とする「霞ヶ浦宣言」が採択された。 

 

■ゼロ・エミッション（Zero Emission） 

 生産，流通，消費，廃棄の各段階における廃棄物の最小化，再利用化，再資源化等を通じ，廃

棄物ゼロ社会を構築しようとする考え方。国連大学や国連機関が中心となって提唱，研究されて

おり，工場等における取組が進められている。 

 

■総合的な学習の時間 

 2002年からの完全学校週 5日制の実施に伴い導入された新しいカリキュラム。学校ごとの創

意工夫による学習を通じ，自ら学び考える力を育成することを目的とする。環境，福祉，国際理

解に関するものや自然体験やボランティア活動などが例として挙げられる。 

 

【た行】 

■ダイオキシン類 

 ダイオキシン類は，ごみ等の燃焼により非意図的に発生するポリ塩化ジベンゾパラジオキシン

（PCDO）類，ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）類及びコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプ

ラナーPCB）類の総称で，これらのうち 29種類に毒性があるとされている。人工の毒物として

は最大の毒性を持ち，動物実験などにより発ガン性，催奇形性などが確認されているが，私たち

が日常摂取しているピコグラム＊のレベルではほとんど問題とはならない。国では「ダイオキシン

類＊対策特別措置法」を制定し，環境基準＊値及び焼却炉等に対する排出規制等を定めている。こ

の計画書におけるダイオキシン類＊は，同法に定めているものを対象としている。 

 

■代替フロン 

オゾン層＊破壊への影響が大きいとして，モントリオール議定書により廃止が定められた特定フ

ロン類の代替品として開発されたもので，ハイドロフルオロカーボン（HFC）やパーフルオロカ

ーボン（PFC）などがあげられる。一方で，代替フロンは二酸化炭素＊の数千から数万倍の温室

効果があることが分かっており，国際的に排出量の削減目標が定められている。 

 

■多自然型護岸 

 河川改修等にあたり，植生や自然石を利用するなど，自然の川の持つ多様な生態系の保全や育

成に配慮した護岸の整備方法。 

 

■地域マネー（地域通貨）・地域マネー制度 

 特定の地域やコミュニティ内において流通する利用目的や用途を限定した通貨のこと。特定地

域での物品の購入やボランティアなど相互扶助活動等の報酬として使用され，地域内の物やサー

ビスの交換，人々の交流を促し，地域社会を活性化する仕組みとして注目されている。 



201 

■地球温暖化対策地域推進計画 

 地方公共団体が，その所管区域内の温室効果ガスの排出量の削減目標や，市民，事業者，地方

公共団体による温室効果ガス排出量削減のための取組について定める計画のこと。 

 

■地球サミット（環境と開発に関する国連会議／UNCED） 

 1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催され，環境と開発に関するリオ宣言＊ ，アジェ

ンダ 21＊や森林原則声明が採択されるなどした。 

 

■地区計画 

 都市計画法に基づき，一体的な都市環境の形成がふさわしい地区を指定し，良好な環境の整備

や保全を図るための都市施設の整備や建築の形態，景観形成等についての方針や基準を定める計

画。 

 

■窒素，りん 

 生活排水や肥料等に含まれる水中の栄養塩類で，植物の生育に必要な養分として吸収されるが，

水中に蓄積されると単細胞の藻類や植物プランクトンの増殖も促し，湖水等の富栄養化＊の主要な

原因物質となっている。 

 

■窒素酸化物（NOx） 

 窒素酸化物は，石油，ガス，石炭等燃料の燃焼に伴って発生し，その発生源は工場，自動車，

家庭の厨房施設等，多種多様である。燃焼の過程では，一酸化窒素（NO）として排出されるが，

これが徐々に大気中の酸素と結びついて二酸化窒素となる。窒素酸化物はそれ自体有害である。 

 

■チームマイナス 6％ 

地球温暖化防止のために，京都議定書＊で義務付けられた 6％(1990 年比）の温室効果ガス＊

削減数値目標を達成するための国民運動のこと。平成 17年 4月に環境省により提唱され，チー

ムへの登録，交流，情報提供の場として，「チーム・マイナス 6％」のホームページが開設された。

二酸化炭素＊の削減のために，「温度調節で減らそう」，「水道の使い方で減らそう」，「商品の選び

方で減らそう」，「自動車の使い方で減らそう」，「買い物とゴミで減らそう」，「電気の使い方で減

らそう」といった 6つのアクションを提案している。 

 

■土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 

 土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を定めることにより，市民の生活環境の保全

及び災害の防止に資することを目的として，平成 16年 6月に制定された条例。土地の埋立て等

を行う者，土砂等を発生させる者，土地の所有者，市のそれぞれの持つ責任や，埋立て等の許可

の基準等を明らかにするとともに，申請者に対し住民への周知や市への届出，定期的な汚染状況

の調査等を義務付けている。 

 

■土浦市役所環境保全率先実行計画 

市が実施する事務・事業を対象とし，市役所の活動に関わる環境保全や温室効果ガス排出抑制
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の取組を実行していくための計画であり，地球温暖化対策推進法に基づく市役所の温暖化対策実

行計画も兼ねている。 

 

■低公害車 

 従来のガソリン車やディーゼル車に比べて，NOx＊，粒子状物質，CO2
＊といった大気汚染物質

や温室効果ガス＊の排出が少ない，又は全く排出しない自動車のこと。グリーン購入法（国等によ

る環境物品等の調達の推進等に関する法律）では，燃料電池車，電気自動車，天然ガス車，メタ

ノール車，ガソリンエンジン等とモーターを組み合わせたハイブリッド車，低排出ガス認定車＊

かつ低燃費車＊を低公害車としている。 

 

■低排出ガス認定車 

 一酸化炭素＊などの排出ガスを抑制するよう開発された自動車，あるいは一酸化炭素＊ガス等の

発散を防止する装置を備えた自動車で，国土交通省により定められた排出ガス低減性能基準を満

たすことにより，認定を受けることができる。認定車には，有害物質の低減効果別にステッカー

が表示される。平成 15年に低排出ガス車認定制度が改正され、平成 17年基準排出ガスレベル

に対応した低排出ガス車の認定が行われており，平成 17年 10月以降に型式指定等を受けた新

車名・新型式については，平成 17年排出ガス基準に統一されている。 

 

■低燃費車 

 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」で規定されている燃費基準を達成した自動車。 

 

■ディスポーザ（Disposer） 

 食物くずなどを細かく砕いて下水に流す台所用電気器具。単独で使用すると，ディスポーザで

砕かれた大量の汚濁物が直接下水道や河川に流出することから，ディスポーザ排水処理システム

で処理したあと，下水道や高度処理型合併処理浄化槽＊と接続することとなっている。なお，浄化

槽の場合，ディスポーザー対応型高度処理浄化槽の設置による対応も可能である。 

 

■DPF（ディーゼル排気微粒子除去装置） 

 ディーゼルエンジンから排出される粒子状物質を捕集するためのフィルターのこと。 

 

■出前講座（土浦いきいき出前講座） 

 市民と行政が力を合わせまちづくりを行うため，市民の要望に応じて市の職員を派遣し，行政

の仕組みや事業等について説明や講習をする制度。市民 10人以上のグループから利用でき，公

表しているメニューから受講したい講座を選び，職員の派遣を申し込める。 

 

■電気式生ごみ処理機 

 電気式生ごみ処理機は，大きく分けて，生ごみを乾かして減量する乾燥式と，微生物で分解す

るバイオ式の 2タイプがある。乾燥式は処理時間が短い反面，電気で乾燥させるため，消費電力

がやや多い。バイオ式は，消費電力は少ないが，処理時間が長く，1日から 1週間かかる。 
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■透水性舗装 

 表流水の流出抑制と地下水かん養を図るため，地下に雨水が浸透することができるような構造

や材質を採用した舗装のこと。 

 

■登録文化財制度 

 指定文化財制度を補完するものとして新たに設けられた文化財の保護制度。文化財の保護のみ

でなく活用を可能とするよりゆるやかな制度となっており，外観を大きく変えなければ，改装し

てレストランや資料館，ホテルなどとして活用することができる。 

 

■特定外来生物 

 海外起源の外来生物（移入種）のうち，生態系，人の生命・身体，農林水産業へ被害を及ぼす

もの，又は及ぼすおそれがあるものとして，「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関

する法律（外来生物法）」（平成 16年法律第 78号）により規定された生物。アライグマ，タイ

ワンリス，ウシガエル，ブルーギル，オオクチバスなどが含まれる。 

 

■都市計画マスタープラン 

 都市の全体像や地区ごとの市街地像，公共施設の整備方向など，都市計画に関する基本的な方

針を定める計画。 

 

■トランジットモール 

 商店街の通りから通過目的の車両の走行を抑制し，歩行者専用空間としたショッピング街に，

バスなどの公共交通機関だけが通行できるようにした空間。 

 

【な行】 

■内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン） 

 環境中に放出された化学物質の中には体内に入って，体内のホルモンと同じような，あるいは

ホルモンの働きを阻害する作用を持つものがある。これらの化学物質は「内分泌かく乱化学物質」

と呼ばれるが，環境中に放出されてホルモン様の作用を示すことから，「環境ホルモン」とも呼ば

れている。 

 

■二酸化炭素（CO2） 

 呼吸や化石燃料などの燃焼によって生ずる無色無臭の気体で，赤外線を吸収する温室効果ガス＊のひと

つ。自然界の植物によって酸素に変換される。人類の化石燃料の大量消費と森林伐採のため，二酸化炭素の

大気中濃度は約0.8ppm＊/年の割合で増え続けており，地球温暖化への影響が大問題となっている。 

 

■二次林 

 伐採や風水害による倒木，山火事などにより森林が破壊された跡地に自然に成立した林又は農

地のかたわらに雑木を植え，燃料や肥料などの生産の場として成立した雑木林のことをいう。 
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■人間環境宣言 

 地球環境問題に関する国連人間環境会議＊で採択されたもので，人間環境の保全と向上に関し，

世界の人々を励まし，導くための共通の 7つの見解と原則（26の共通の信念）の必要性が宣言

された。 

 

【は行】 

■バイオマス 

 再生可能な生物由来の有機性資源で，化石資源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとして，家

畜排泄物，食品加工残さ，生ごみ，パルプ廃液，製材工場残材，建築廃材，下水汚泥などが，活

用が十分進んでいない未利用バイオマスとして，林地残材，稲わら，もみがら，麦わら等が，エ

ネルギー利用等が期待される資源作物として，サトウキビ，トウモロコシ，菜種などが挙げられ

る。 

 

■バイオモジュール方式 

 廃水処理の方法で，生物担体（バイオモジュール）に多様な微生物を付着させ，汚水中の有機

物や浮遊物質＊を浄化する方法。 

 

■ばい煙 

 燃料や物の燃焼などにより発生する硫黄酸化物＊や窒素酸化物＊の煙やすすなど，人の健康や生

活環境を害する恐れのある物質。工場又は事業場に設置される施設で，ばい煙を発生し，及び排

出するもののうち，その施設から排出されるばい煙が大気汚染の原因となるものとして政令で定

められたものをばい煙発生施設といい，設置又は構造，使用方法，処理方法の変更に当たっては

都道府県知事への届出が必要となっている。 

 

■廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

 土浦市では，さわやか環境条例＊と同時に，ごみの再利用の促進や適正な処理を通し，ごみの発

生抑制と減量化を目指した「土浦市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」を施行した。市を始

めとして市民，事業者の三者がそれぞれの役割の下，力を合わせてごみの排出抑制，分別，再生

を図ろうとするもので，分別のルールやごみの再利用，簡易包装などに関する各主体の役割など

を定めている。 

 

■パークアンドライド（Park and Ride） 

 自宅から自分で運転してきた自動車を駅やバス停などのターミナル周辺に設けられた駐車場に

置き，そこから公共交通機関を利用して目的地へ向かうシステム。駐車場に車を停め（Park），

バスや電車に乗り換える（Ride）ことから，パークアンドライド（Park and Ride）といわれる。 

 

■バリアフリー（Barrier Free） 

 高齢者や障害者などが社会生活をしていく上での障害（バリア）を除去すること。建物や道路

の段差の解消など物理的な障害の除去のほか，障害者の社会参加を困難にしている社会的，制度

的，心理的な要素など広義な意味を含むこともある。 
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■BOD（生物化学的酸素要求量） 

 水中の有機物が微生物により分解されるときに消費される酸素の量をいう。一般に BOD が大

きいと，その水の有機物による汚濁が進んでいることを示す。BODは河川の水の汚濁状況を表す

のに用いられる。 

 

■ビオパーク 

 水耕植物で水中の窒素＊やりん＊を吸収し，成長した植物を食用として収穫することで，水質の

浄化を図る市民参加型の水質浄化システム。 

 

■ビオトープ（BioTope） 

 野生生物の生息空間を意味するドイツ語。環境保全の立場からは，自然の状態で多様な動植物

が生息し，一定の生態系を構成する自然空間の意味で使われており，一般に市街地や農耕地等に

斑点状に残存する湿地などの自然地域に適用される。 

 

■光害 

 都市化の進展による屋外照明の増加，照明の過度な使用，深夜営業店などの夜間照明に伴う環

境保全上の支障をいう。天体観測等への障害として声が高まり，まぶしさに伴う不快感，信号等

の重要情報の認知力の低下，農作物や動植物への悪影響等も指摘されている。 

 

■PCB（ポリ塩化ビフェニル） 

 塩素を含む有機化学物質の一種。「カネミ油症事件」の原因物質で，燃やすとダイオキシン類 ＊

を発生する。耐熱，耐薬品性，絶縁性に優れ，コンデンサーや印刷インキの添加剤等に使用され

ていたが，毒性が問題となり，昭和 49年に禁止された。すでに出回っているノンカーボン用紙，

トランス，コンデンサーなどはメーカーや事業所により保管されており，新たな化学分解法など

の技術による無害化が研究されている。 

 

■ppm 

 Parts Per millionの略で，100万分の 1を表す単位で，濃度や含有率を示す容量比，重量比

のこと。1ppmとは，大気汚染物質の濃度表示では大気 1m3の中にその物質が 1cm3含まれてい

ること。 

 

■PRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律） 

国内外の有害化学物質＊による環境汚染に対する急激な関心の高まりがあり，１９９９年に特定

の有害化学物質＊のマネジメントを適正に実施していくための新たな枠組みを定め，環境中への排

出量や移動量について登録を行い，行政が把握，集計，公表することを目的として制定された。 

 

■負担軽減施設 

家畜排せつ物（液状分）を液肥化する施設または沈殿・ばっ気等の浄化処理後に，畜舎内で循

環利用もしくは蒸発散処理を行う施設。 
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■浮遊粒子状物質（SPM） 

 浮遊粉じん＊のうち粒径が 10ミクロン（1㎜の 100分の 1）以下のもので，大気中に長時間

滞留し，肺や気管等に沈着して呼吸器に影響を及ぼす。工場や事業場やディーゼル自動車等から

排出される人為的なもののほか，土壌粒子，海塩粒子などの自然界に由来するものがある。浮遊

粒子状物質のうち粒径が 2.5ミクロン以下のもの（PM2.5）については，特に健康影響が指摘さ

れている。 

 

■富栄養化 

 海洋や湖沼で栄養塩類（窒素＊，りん＊等）の少ないところは，プランクトンが少なく，透明度

も大きい。このような状態を貧栄養であるという。これに対し，栄養塩類が多いところでは，プ

ランクトンが多く透明度が小さい。このような状態を富栄養であるという。有機物による水質汚

濁その他の影響で，貧栄養から富栄養へと変化する現象を富栄養化という。富栄養化により発生

するらん藻類＊の一部には，毒を産成する種も含まれており，窒素＊やりん＊ の抜本的な対策が不

可欠な状況にある。 

 

■福祉バス 

 障害者や高齢者等の交通弱者の社会参加と自立を支援するため，主要公共施設や交通不便地域

等を巡回する公共バスサービス。 

 

■浮遊物質（SS） 

 直径 2㎜以下の水に溶けない懸濁性の物質をいう。水の濁りの原因となるもので魚類のエラを

ふさいでへい死させたり，日光の透過を妨げることによって水生植物の光合成作用を妨害するな

どの有害作用がある。また，有機性浮遊物質の場合は河床に堆積して腐敗するため，底質を悪化

させる。 

 

■浮遊粉じん 

 大気中に，気体のように長時間浮遊しているばいじん，粉じん等の微粒子をいう。 

 

 

■フロン（Fron）   

 炭化水素に塩素やフッ素が結びついた化合物の総称で，クーラーや冷蔵庫等の冷媒，半導体や

精密部品の洗浄，エアゾール製品の噴射材などとして使われてきた。一部のフロンはオゾン層＊

破壊の原因物質となっており，破壊程度の高い特定フロンについては平成 7年末で生産全廃とな

っている。特定フロンに替わりオゾン層＊を破壊しない代替フロン＊の使用が進められているが，

代替フロン＊は二酸化炭素＊の数千から数万倍の温暖化効果があることが分かり，平成 9年の地球

温暖化防止京都会議において削減の対象とされた。 

 

■pH（水素イオン指数） 

 水素イオン濃度を表す指数で，pH7が中性で，これが 7より小さくなれば酸性が強くなり，大

きくなればアルカリ性が強くなる。 
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■ペレット 

 廃棄物を燃料として活用するために，粉砕，圧縮，成型したものをペレットと呼ぶ。ペレット

の原意は，「小さな球，小粒」のこと。例えば，木質系廃棄物では，製材廃材，林地残材，剪定枝

など従来は焼却処分されていたものをペレット化することで，ペレットストーブの燃料として用

いる取組が進められている。バイオマス＊エネルギー源のひとつとして注目されており，地球温暖

化防止に有効とされる。 

 

■ポケットパーク（Pocket Park）   

 空き地や開発等に際して生じる余剰地等を利用して整備された小型の公園。 

 

■ポジティブリスト 

 食品への農薬残留については，食品衛生法により残留基準が設定されている。ポジティブリス

ト制とは，残留基準の設定されていない農薬が残留する食品の流通を禁止することをいい，平成

15年の食品衛生法の改正により導入された。以前の制度では，農薬について残留基準を設定し，

それを超えた食品の流通を禁止するという方式であったが，残留基準が設定されていない農薬に

ついては規制ができなかったことから問題とされていた。ポジティブリスト制では，残留基準の

設定されている農薬については，その基準以内での作物への残留は認めるが，基準が設定されて

いない農薬等については，一定量（人の健康を損なうおそれのない量＝一律基準）を超えて残留

する食品の流通が原則禁止となった。 

 

【ま行】 

■まちづくり市民会議 

 「市民の手による地域ごとのまちづくり」を目指し，「土浦市市民憲章推進協議会」を発展的に

改編したコミュニティ組織。中学校区を基本単位とする地区市民委員会と，中央組織となるまち

づくり市民会議からなる組織構成となっており，それぞれの組織には，福祉部，安全部，環境部，

スポーツ・健康部，文化広報部及び青少年育成部の専門部会が設置されている。 

 

■みお 

 河川，湖沼などにおいて，水深が深く，船が通りやすい水路となっているところを”みお”と

呼ぶ。”みお”と浅瀬を区別するための標識が「澪標（みおつくし）」。 

 

■水のたんけん隊 

市内の小学校４年生以上の児童を対象に，夏休み期間を利用して霞ヶ浦に流入する河川の源流

を探る研修会。この過程で，水がどこで生まれ，人と自然がどのように関わって霞ヶ浦に至るの

かを体験することができ，その中で，水が汚れていく様子を観察し，水質浄化の意識の啓発を図

る。 

 

■緑の基本計画 

 都市緑地保全法に基づき市町村が定める「緑地保全及び緑化の推進に関する基本計画」のこと

で，市町村の緑に関わる総合的な施策をまとめたもの。 
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■民間団体 

 市民や事業者により組織された民間の団体。土浦市環境基本条例においては，国に準じ，自然

保護団体など環境の保全に関する活動を目的とする団体のみではなく，業界団体などの事業者が

組織する団体，町内会，PTA，婦人会，青年会など市民が組織する団体，連絡協議会など事業者

と市民の双方が組織する団体を幅広く含むものとしている。 

 

■面源 

 水質汚濁要因のうち，面としての広がりを持ち発生源が特定できないもので，湖面への降雨や

農地，山地，市街地からの流出による汚濁のこと。 

 

■面的評価支援システム 

騒音規制法第 18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理をパソコン

を用いて，予測・評価を効率的に行うシステム。 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10年 9月 30日環境庁告示第 64号）において，道路に

面する地域における騒音の評価は，沿道の住居等の立地状況を考慮した「面的」な評価を行うこ

ととなった。 

 

■モータリゼーション（Motorization）   

 日常生活や産業活動において自動車利用が拡大していくこと。 

 

■モニタリング（Monitoring）   

 正常で安全な状態を保つ目的で，常時，情報を収集し，測定すること。環境管理及び健康管理

を行う上で，大気，水質，土壌，廃棄物，騒音，酸性雨＊その他各種生物群など環境状況を把握す

る必要がある。 

 

 

【や行】 

■谷津田 

 谷間の湧き水やしみだし水を利用してつくられた湿田。里の小動物の貴重な生息空間となって

いるが，農業生産面では不利な立地にあり，減反や後継者不足等により放棄され，荒廃化する場

合が多い。 

 

■有害化学物質 

 有害化学物質については，その性状等に対応して，人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる

おそれのある物質として「大気汚染防止法」，「水質汚濁防止法」，「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」，「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」などで，それぞれ物質を指定し，取

扱いを規制している。「大気汚染防止法」ではカドミウム及びその化合物，塩素及び塩化水素，弗

素及び弗化珪素，鉛及び鉛化合物，窒素酸化物＊の 5種類が指定され，その発生施設の種類ごと

に排出基準が決められている。「水質汚濁防止法」では，カドミウム及びその化合物，シアン化合

物，有機燐化合物，鉛及びその化合物，六価クロム及びその化合物，砒
ひ

素及びその化合物，水銀
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及びアルキル水銀，その他の水銀化合物，PCB＊の 9物質及びトリクロロエチレン等が指定され，

排水基準が設定されている。また，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では，水銀又はその化

合物，カドミウム又はその化合物，鉛又はその化合物，有機燐化合物，六価クロム化合物，砒
ひ

素

又はその化合物，シアン化合物，PCB＊が定められ，一般の産業廃棄物＊と比較して，厳しく規制

されている。また，「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では，難分解性，高蓄積性

で慢性毒性のある PCB＊，DDTなどが第一種特定化学物質に指定され，原則的に製造や輸入が禁

止されている。近年では，ダイオキシン類＊や内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）＊などの，

新たに明らかになりつつある有害物質への規制基準等が検討され，ダイオキシン類＊については法

律で規制が開始されているほか，特定の化学物質の保管や移動に対して，登録し，公開する制度

なども整備されている。 

 

■有機栽培（有機農法） 

 一般に，農薬や化学肥料等に頼らず，たい肥などの自然界の資源や植物本来の生態を生かしな

がら農作物を栽培する方法。これまで特に明確な規定は無く，有機を称した様々な栽培方法の作

物が市場に出回っていたが，農林水産省により「有機農作物及び特別栽培農作物の表示ガイドラ

イン」が策定され，表示基準が次のように定められた。「有機農作物」とは，化学合成農薬や化学

肥料，化学合成土壌改良材を使用せず，3 年以上経過した農地で栽培された作物に限定され，転

換して 6ヶ月以上 3年未満の場合は「転換期間中有機農作物」となる。農薬又は化学肥料を全く

使用しないもの，あるいは一定量以上の削減をして栽培された作物は，「特別栽培農作物」といい，

無農薬栽培農作物，無化学肥料栽培農作物，減農薬栽培農作物，減化学肥料栽培農作物の 4つに

区分される。 

 

■ユニバーサルデザイン 

障害の有無，年齢，性別，人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデ

ザインする考え方のこと。建物では自動ドアや多目的トイレ，日用品では，テレホンカードの切り込

みなどが挙げられる。 

 

■容器包装 

 商品の容器及び包装であって，当該商品が消費され，又は当該商品と分離された場合に不要に

なるもの。調味料のビンやジュースのペットボトル，包み紙，レジ袋など，様々なものが容器包

装であり，家庭から出るごみの半分以上（容量）を占めている。 

 

■容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律） 

 一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を図るため，容器包装＊廃棄物について，消費者は分別し

て排出する，市町村は分別収集する，容器を製造する又は販売する商品に容器包装＊を用いる事業

者は再商品化を実施するという役割分担を定めたもの。 

 

■溶存酸素（DO） 

 水に溶けている酸素の量をいう。河川等の水質が有機物で汚濁されると，この有機物を分解す

るため水中の微生物が溶存酸素を消費し，この結果，溶存酸素が不足して魚介類の生存が脅かさ

れる。さらに，この有機物の分解が早く進行すると，酸素の欠乏とともに嫌気性の分解が起こり，

有害ガスを発生して水質は著しく悪化する。 
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■ヨハネスブルグ・サミット 

地球サミット＊から 10年目を迎え，アジェンダ 21＊の実施促進や新たに生じた課題等につい

て議論することを目的に，2002年に南アフリカのヨハネスブルグで開催された会議。持続可能

な開発を進めるための各国の指針となる包括的文書である「実施計画」，首脳の持続可能な開発に

向けた政治的意思を示す「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」が採択された。また，

持続可能な開発のための各国政府，国際機関等が自主的に取組む具体的なプロジェクトの集大成

である「タイプ 2パートナーシップイニシアティブ（約束文書）」が発表された。 

 

【ら行】 

■らん藻類 

 植物プランクトンの一種で，核や葉緑体を持たない原核植物。一般に貧栄養な湖では，真核植

物の珪藻類が優占し，富栄養化＊が進むにつれ，らん藻類が優占するようになる。 

 

■緑地（緑化）協定 

 範囲を定めた土地又は道路や河川等に隣接する土地の所有者等が市街地の良好な環境を確保す

るために結ぶ緑化に関する協定。緑地（緑化）協定には，都市緑地保全法によるものや市町村の

条例や要綱によるものなどがある。 

 

■緑化基金 

 良好な風致，景観を備えた地域環境を形成し，自然とのふれあいを通じて心身ともに豊かな人

間形成に寄与するために，市内の緑化推進と市民の緑化意識の高揚を図ることを目的としたもの。 

 

■歴史の小径整備事業 

 亀城公園を中心とした歴史的資源（土浦城址，博物館，まちかど蔵，旧水戸街道）を有機的に

結びつけ，回遊性を持った観光ルートを整備する事業。地域の活性化と快適な居住環境，街並み

景観の向上を図る。 

 

■レッドデータブック（Red Data Book）   

 絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし，その生育状況を解説した資料集である。

国際的には，国際自然保護連合（ICUN）が 1966年に刊行した。我が国では，哺乳類，両生類，

爬虫類，鳥類，汽水・淡水魚類，陸産貝類，淡水産貝類のレッドデータブックが出版されており，

また，昆虫類，甲殻類，クモ形類・多足類等について出版準備が進められている。本県では，県

版レッドデータブックのうち，植物編が平成 8年度に，動物編が平成 11年度に刊行されている。 

 

■我が家の環境大臣事業 

国民各界各層が家庭を中心に行う自主的な環境保全活動及び環境学習を支援する環境省の事業

のこと。 

■ワークショップ 

 本来の語義は工場，仕事場であるが，ここでは，まちづくりにおける市民参加の手法のこと。

専門家によるアドバイスを得て，参加住民による自由な討論や具体的な立案作業等を通じ，公園，

緑道等の計画や地区計画＊などの具体的なまちづくり事業に住民意見を直接的に反映させる手法。 




