
土浦市環境基本計画（見直し案）の趣旨及び概要 

 

１ 見直しの趣旨 

環境基本計画は「土浦市環境基本条例」（平成 12 年 3 月 29 日条例第 24 号） 

に示される理念の実現に向けて，環境の保全と創造のために，市民・事業者・

行政の各主体が取り組むべき施策や行動を総合的に定めることを目的として，

平成１４年１月に策定いたしました。 

この計画には「３つの基本目標」及び「１４の環境目標」の目標実現のため，

計画の推進主体である市民・事業者・市及び滞在者ごとの行動内容を定めてお

り，これまで各主体ごとに取り組んできたところです。 

その間，社会情勢や環境の変化，市役所が一事業者として本年６月に取得し

たＩＳＯ１４００１との関連性などを踏まえつつ，平成１４年度から平成２３

年度までの計画期間１０年間の中で，本年度が中間年度に当たるため見直しを

行なうものです。 

 

２ 見直しの視点 

 今回の環境基本計画の見直しは以下の視点に基づいて行いました。 

 平成１８年２月の新治村との合併による市域の拡大及びその地域特性を計

画の中に位置付ける。 

 国の第三次環境基本計画などの動向を勘案し，環境の現状と課題を整理す

る。 

 計画の進捗状況を把握し施策の見直しを行う。 

 新たな環境問題と基本計画の施策について整合を図る。 

 各所属で策定している関連計画と環境基本計画との整合を図り，計画の推

進と管理を明確にする。 

 

３ 見直しについて 

   ・市民，事業者によるアンケートの実施 

   ・市の取組における担当部署の明確化 

   ・市民代表組織である環境基本計画推進協議会からの意見聴取 

   ・環境審議会における審議 

 

４ 見直し案の概要 

第１章「計画の基本的な考え方」 

計画見直しの背景として，計画策定以降の環境問題の変遷等を記載しました。

また，計画対象範囲として新治地区を加えました。 

 

 



第２章「土浦市の環境の現状と課題」 

環境の現状と課題については，大気・水質等の環境の現状の変化，地球温暖

化，環境省における硝酸性窒素総合対策モデル事業の状況，アスベスト問題な

どの環境問題の変遷，新治地区の環境の現状などを，統計資料や平成１８年度

の市民・事業者アンケートによる取組状況の結果等を踏まえ，環境審議会にお

いて委員からの意見を取りまとめ，見直しを行いました。 

 

第３章「環境の将来像及び環境目標」 

環境の将来像は変更しておりません。 

環境目標については，新治村との合併を踏まえ，環境目標５に「緑の連なり」

の文章を追加しております。 

また，第２節「理念実現の方向性」において生態系保護に関する文章を追加

し，新たに「第５節 シーズプロジェクト」の説明を追加しました。 

 

第４章「施策の展開」 

（１）全体 

・「施策の体系」については，中間年度見直しのため基本的には変更してお

りません。 

・「達成目標」については，既に目標が達成されたもの，ごみ処理基本計画

等の関連計画の定量的な目標との整合を図るもの，達成の有無の判断が行

いにくい目標となっているものなどについて見直しを行いました。 

・「施策の方針」については，各主体の取組の状況を踏まえ，方針の実現に

向けて，整合するように見直しました。 

・「市の取り組むこと」の各施策について市役所の担当部署を明記しました。 

・「市民・事業者・市の取り組むこと」については，下記の関連計画等や，

庁内の各部署の取組状況等を踏まえて，必要に応じ見直しを行いました。 

 「第６次土浦市総合計画」（平成 13 年 3 月 土浦市） 

 「土浦市都市計画マスタープラン」（平成 16 年 10 月 土浦市） 

 「第四次 新治村総合計画」（平成 8 年 3 月 新治村）及び「後期基本計画」

（平成 13 年 3 月） 

 「ごみ処理基本計画」（平成 14 年 9 月 土浦市） 

 「土浦市役所環境保全率先実行計画」及び環境 ISO（ISO14001） 

 「平成 14･15 年度自然環境実態調査等業務委託報告書」（平成 16 年 3月土浦市） 

 平成 17 年度硝酸性窒素総合対策モデル事業報告書（平成 18 年 3 月環境省） 

 霞ヶ浦湖沼水質保全計画（案）（茨城県，栃木県，千葉県）など 

 

なお，市民・事業者の取組に関し，アンケート調査の結果，既に多くの市

民等において達成度が高い取組についても，引き続き取組が行われるべきと

の観点から，計画の対象とし継続して記載しました。 



 

（２）目標ごとの見直しの内容 

環境目標 １ 

「安心して飲める水」 

県霞ヶ浦湖沼水質保全計画案や市の関連諸計画と

整合を図り，下水道や家畜排せつ物の適正処理に対

しての取組を中心に見直しを行いました。 

環境目標 ２「深呼吸が心地

よい，さわやかな空気」 

バイオエタノールなどの新エネルギーの導入の検討や

公害防止協定などの取組を追加しました。 

環境目標 ３ 

「水の循環を支える， 

汚染のない健全な土」 

新治地区の硝酸性窒素総合対策モデル事業に関する事

項及び農業におけるポジティブリストや生産記帳履歴な

どの新たな取組を追加しました。 

環境目標 ４ 

「ヨシがそよぎ，生き物が豊

富な水辺」 

自然環境実態調査や外来魚の対策を中心に見直し

を行いました。 

環境目標 ５ 

「緑の連なり，木漏れ日の森

に息づく里の営み」 

土浦市都市計画マスタープラン策定に関する事項に関

する見直しを行いました。また，農薬の適正使用などの

農業に関する取組を追加しました。 

環境目標 ６ 

「遊び，学び，みんなで 

支える自然」 

新治地区の筑波山麓一帯の自然公園の緑地保全に

関する部分を追加しました。 

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」 

省エネルギー化やバイオエタノールなどの新エネ

ルギーの導入に関する取組や市が今年度取得したＩ

ＳＯに関する取組などを追加しました。 

環境目標 ８ 

「ごみの少ない，ものを大

切にする暮らし」 

リサイクルに関する法律やごみ処理基本計画に関

する内容を追加しました。 

環境目標 ９ 

「平穏で，健やかな暮らし」 

有害化学物質に関する取組を新に分類をおこな

い，アスベストに関する取組を追加しました。 

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」 

ごみの持ち帰りに関する取組を追加しました。 

環境目標１１ 

「緑と水辺がすがすがしい，

美しい町並み」 

都市計画マスタープランに位置付けられた施策と

の整合を図り，各施策を追加しました。 

環境目標１２ 

「だれもが安心して歩ける，

散歩が楽しいまち」 

都市計画マスタープランに位置付けられた施策や

交通システムの運用に伴う部分を変更しました。 

環境目標１３ 

「郷土の歴史と文化が 

薫るまち」 

歴史の小径や景観に関する取組を追加しました。 



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」 

茨城県霞ケ浦環境科学センターにおける環境学習

や体験学習などの項目を追加しました。 

 

第５章「計画の推進と進行管理」 

(1)進行管理の組織，体制等 

進行管理の組織，体制等については，基本的に変更は行っておりません。 

環境計画進行管理委員会が未設立になっているなど，これまで計画に定め

る進行管理体制が必ずしも十分確立していなかったことから，今回の見直し

を機に，市民，事業者，行政の取組を適切に把握するための体制を構築する

ことを追記しました。 

なお，市民・事業者の取組については，シーズプロジェクトの取組を中心

に毎年取組状況を報告する仕組みを構築するほか，市民・事業者の取組の全

体をカバーするアンケート調査についても必要に応じ適宜実施することと

しました。 

 

(2)シーズプロジェクト 

シーズプロジェクトは計画の中間年次を目途として優先的に取り組む主

要施策が位置付けられていますが，未達成となっている取組が見受けられる

ことから，市民・事業者・市の協働の輪を広げ，引き続き取り組む施策を記

載しています。 

「水質浄化の推進」については，既に多くの市民や市民団体等が活動を行

っていることから，県霞ヶ浦湖沼水質保全計画の改定内容，市生活排水対策

推進計画等を踏まえ，各種団体等と連携し引き続き取組を進めていきます。 

また，「省エネルギー化及び新エネルギー利用の推進」についても，京都

議定書の発効などの社会情勢を背景に，市役所庁内横断組織である「環境政

策推進会議」を管理組織として，地球温暖化対策の観点から引き続き取組を

進めていきます。 

なお，「生態系の保護の取組」，「ごみの発生抑制，排出抑制，再使用及び

再生利用の促進」，「環境教育及び環境学習の充実」の３つについては，主に

市民・事業者の立場から主体的に推進する組織である「環境基本計画推進協

議会」において，「自然共生・まち部会」，「循環型社会形成部会」，「参加学

習部会」の三部会を組織しそれぞれ取組を進めております。今後，これらの

３つのプロジェクトを端緒として，主体別行動計画における市民・事業者・

滞在者・研究者の取組を展開し育てるとともに，各主体の連携を強化してい

くこととしました。 

計画の見直しでは，現状の取組を踏まえて，各主体の取組の見直しを行い

ました。 

 



第６章「主体別行動計画」 

（１）全体 

   主体別行動計画は，環境の保全・創造に向け第３章において定めている環

境目標ごとに，市民・事業者・滞在者が取組むべき具体的な行動例を示すも

のです。 

   本章に定める主体別行動計画は，第４章の施策の展開を受けた具体的な行

動例を定めていることから，今回の見直しは，第４章の見直しの内容と整合

を図り，社会情勢や環境問題等の変化及び環境に関連する諸計画等の制定・

改訂の内容を勘案し，必要に応じ追加・削除を行いました。 

 

   以下に目標ごとの見直しの内容をまとめました。 

 

 

（２）目標ごとの見直しの内容 

環境目標 １ 

「安心して飲める水」 

県霞ヶ浦湖沼水質保全計画案や市の諸計画

と整合を図り，茨城県霞ケ浦環境科学センタ

ーの位置付けと活用，農業・水産業の汚濁物

質の低減などの取組を中心に見直しました。 

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や公害防止協定などの

取組による大気の保全活動を見直しました。 

環境目標 ３ 

「水の循環を支える，汚染のな

い健全な土」 

廃棄物の適正処理・土地の埋立て条例の遵

守，農業における適正施肥の実施などを追加

しました。 

環境目標 ４ 

「ヨシがそよぎ，生き物が豊富

な水辺」 

水辺の特定外来生物の取扱いに関する点を

変更しました。 

環境目標 ５ 

「緑の連なり，木漏れ日の森に

息づく里の営み」 

土浦市都市計画マスタープランの施策との

整合及び里山，谷津田の特定外来生物への取

組について内容を追加しました。 

環境目標 ６ 

「遊び，学び，みんなで支える

自然」 

人材バンク制度などを積極的に活用する取

組を追加しました。 

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」 

省エネルギーの各種取組や新エネルギーの

導入を追加しました。 

環境目標 ８ 

「ごみの少ない，ものを大切に

する暮らし」 

廃棄物のリサイクルに関し，新たな法令な

どに規定された事項やごみの減量化に関する

取組を追加しました。 



環境目標 ９ 

「平穏で，健やかな暮らし」 

環境の状況の変化に応じ，新たな環境問題へ

の対応やアスベストの取組などを追加しまし

た。 

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」 

暮らしのマナーに関するごみの処理や観光

マナーに関する取組を中心に見直しを行いま

した。 

環境目標１１ 

「緑と水辺がすがすがしい，美

しい町並み」 

省エネルギーの取組や景観の保全について

追加しました。 

環境目標１２ 

「だれもが安心して歩ける，散

歩が楽しいまち」 

新たな公共交通の整備の検討や，パークア

ンドライドの取組などを追加しました。 

環境目標１３ 

「郷土の歴史と文化が薫るま

ち」 

現在の状況に合わせ，文章の加除を行いま

した。 

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」 

我が家の環境大臣への取組など新しい制度

を追加するとともに文言の整理を行いまし

た。 

 

 

資料 用語の解説 

計画策定後に新たに策定された法令や，計画の見直しに伴って新たに追加した

用語について解説を加えております。 


