【概要版】

茨城町環境基本計画

平成 25 年 3 月

はじめに
茨城町長 小林 宣夫
我が郷土，茨城町は，茨城県のほぼ中央に位置し，町の中心を西から
東に向かって涸沼にそそぐ涸沼川とその支流である涸沼前川が流れ，こ
れを挟む平坦な台地上に広大な農地と平地林が拡がり，水と緑と温暖な
気候が織りなす，豊かな自然の恵みを受けた田園都市です。
特に，本町のシンボルとなっている汽水湖の涸沼は，ヒヌマイトトンボや
ミズアオイといった貴重な動植物が生息しており，多くの水鳥が訪れる野鳥の
宝庫にもなっています。
この恵まれた自然の中で，私たちの祖先は，農業や漁業を営み独自の文化を築いて，その伝統を守ってきまし
た。しかし近年，急激に経済が発展し，その成果として便利で快適な生活を手に入れた反面，産業廃棄物や生活
雑排水の排出に伴う水・大気・土壌の汚染，更に地球温暖化やエネルギー問題など環境をめぐる深刻な問題に直
面しており，その対応が喫緊の課題となっています。
「環境の世紀」とも言われる２１世紀に生きる私たちが，この豊かな自然を守り，公害のない安全で快適なく
らしを維持発展させていくためには，限りある資源を適切かつ効率的に利用できる社会を確立して子孫に引き継
いでいかなければなりません。
そのため，本町は平成２１年度に制定した茨城町環境基本条例に基づき，今後の本町における環境の保全に関
する長期的目標及び施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事項をまとめた，茨城町環境基本計画を策定するこ
とといたしました。
本計画では，本町の望ましい環境将来像として「自然を愛し 人も生きものも 安らげるまち いばらき」を
掲げています。
この環境将来像を実現するためには，行政はもとより，町民や団体，事業者が相互に協力，連携する協働の取
り組みが必要となります。
今後，本町は，本計画の実現に向けて，積極的に取り組んでまいりますので，町民，事業者の皆様の一層のご
理解とご協力をお願い申し上げます。

◆茨城町環境基本計画の位置づけと役割◆
茨城町環境基本計画は，茨城町環境基本条例第 11 条に基づく計画であり，また，
「茨城町第 5 次総合計画」
に示す町の将来像『安全・安心で活力あるまち いばらき』を環境面から実現していく総合的な計画とし，
目指すべき環境像の実現に向けて，環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本
的な方針を定めるものです。
茨城町環境基本計画は，町，町民（滞在者を含む）
，事業者が，各主体の責務を果たすために，それぞれの
役割と，環境の保全に関する取組を示し，主体的な行動を促進します。

◆環境基本計画の対象範囲と分野構成◆
環境基本計画の対象とする環境の範囲は，茨城町環境基本条例に係る環境全般を対象とし，その中から環
境要素を抽出し，３つの分野に分類しました。

自然・やすらぎ
植物，動物，里山，
農地，水辺（涸沼含む）
，
自然公園，歴史，文化

快適・安全
大気，悪臭，騒音，振動，
水環境（河川，湖沼），
土壌汚染・地盤沈下，
有害化学物質，放射能汚染
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資源・エネルギー
廃棄物，リサイクル，
不法投棄，環境美化，
地球温暖化，
再生可能エネルギー

◆計画の期間◆
平成 25 年度から平成 34 年度までの 10 年間とします。
なお，環境の変化や環境を取り巻く社会情勢の変化に伴い，必要に応じて計画の見直しを行います。

◆計画の推進主体◆
本計画の推進主体は，町，町民（滞在者含む）及び事業者とします。
それぞれの役割を認識し，自らの日常生活や事業活動を見直し，互いに協働，連携しながら取り組むこと
を基本とします。

町

町民

○環境施策を総合的かつ計画
的に実施し，率先して環境
への負荷の少ない事業の実
施に努めます。
○環境の保全に関する意識の
啓発を行うとともに，町民・
事業者が行う環境保全活動
を支援します。

○日常生活において，環境へ
の負荷の低減に努めるとと
もに，環境の保全等に自ら
努めます。
○町が実施する環境等に関す
る施策への協力をはじめ，
地域における環境保全活動
へ積極的に参加します。

事業者
○事業活動を行うにあたって
は，公害を防止するととも
に，環境の保全等に自ら努
めます。
○町が実施する環境の保全等
に関する施策への協力をは
じめ，地域における環境保
全活動へ積極的に参加しま
す。

◆本町の望ましい環境将来像◆
「茨城町環境基本条例」の基本理念の実現に向けた町の環境の最も基本的な目標を本町の望ましい環境将来
像として次のように定めます。

自然を愛し 人も生きものも
安らげるまち いばらき

本町は，涸沼をはじめとした数々の水辺や緑，
そしてこれらが育む多くの動植物が生息する自然
豊かな環境に恵まれています。私たちは，この豊
かな水辺と肥沃な大地の恵みを受け，漁業，農業
を発展させてきました。
今を生きる私たちには，このかけがえのない水
辺や緑に満ちた自然を守り，次の世代へとより良
い姿で引き継ぐ責任があります。本町の素晴らし
い自然を愛し，人も生きものも安らげるまちであ
るために，一人ひとりが環境と向き合い，町，町
民，事業者が協働し，よりよい環境を創造します。
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◆環境施策の体系◆
茨城町の望ましい環境将来像の実現を目指し，環境分野別に現況と課題を整理して体系化した，分野別基本
目標とこれらを達成するための施策の方向及び内容を示します。

環境将来像

基本目標

施策の方向

自然・やすらぎ

生物多様性の保全

生きものが四季を伝え，
子どもたちが自然に学ぶまち

人と自然との共生

歴史と文化の保全

きれいな空気と静かな環境の確保

快適・安全

人の輪で，未来につなげる
住みよいまち

清らかな水の確保

安全・安心な暮らしの確保

資源・エネルギー

３R の推進

地域のちからが循環し，
未来へ躍進し続けるまち

環境美化の推進

地球温暖化対策の推進
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施策の内容

協

○生物の生息環境の保全
○生物の生息情報と保全対策の公開
○涸沼を保全していく活動の推進
○水辺地と人の共生ができる空間の保全
○里山の再生，整備事業の推進
○農地と自然が調和した空間の整備
○エコツーリズムの活性化
○景観と自然の調和を含めた文化財の保全
○環境・歴史・文化の継承

○大気汚染防止対策
○悪臭防止対策
○騒音・振動対策
○大気・騒音環境の監視・調査の継続
○工場・事業場の排水対策
○生活排水対策
○水質の監視・調査の継続
○涸沼及び涸沼流域の浄化活動の推進

学

働

ぶ

○涸沼自然ガイドに学ぶ学習会
○生物多様性保全取組事例発表会
○環境や生きものにやさしい農業の勉強会

活動する
○自然・やすらぎ環境保全活動
○涸沼保全ガイド・保全活動リーダーの育成

学

ぶ

○茨城町涸沼環境フェスティバル
○環境意識向上説明会
○涸沼浄化推進小学校連絡会議の活動ＰＲ

活動する
○土壌汚染・地盤沈下対策
○有害化学物質の排出防止対策
○福島第一原子力発電所の事故に係る放射
線及び放射能の監視

○茨城町涸沼環境保全実施計画の推進
○環境保全活動団体のネットワークの構築
○エコ看板の作成と設置

学

リ デ ュ ー ス

○ごみの発生抑制と減量化の推進（Reduce）

ぶ

リ ユ ー ス

○再使用の推進（Reuse）
リ サ イ ク ル

○再資源化の推進（Recycle）

○茨城県地球温暖化防止活動推進員に
学ぶ学習会
○ＣＯ２見える化の活用

○廃棄物の適正な排出の指導
○不法投棄されない環境づくりの推進
○きれいなまちづくりの推進

活動する
○地球温暖化対策の推進

○茨城町地球温暖化対策実行計画の推進
○町内一斉ごみ拾い
○バイオマス資源の地域リサイクル
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◆環境施策と町の取組◆
分野別の施策の方向を示すとともに，環境施策と町の主な取組を示します。

１

自然・やすらぎ

～生きものが四季を伝え，子どもたちが自然に学ぶまち～

◆施策の方向◆
茨城町の自然・やすらぎ環境を構成している涸沼と涸沼流域に広
がる水辺，里山，田畑を守り育て，また，歴史と文化を継承してい
くために，生物多様性の保全に係る活動の推進，エコツーリズムの
活性化，環境・歴史・文化を継承していくためのネットワークの構
築などを行い，町民が誇れる自然再生に取り組んでいきます。

1-1 生物多様性の保全
◆環境施策と町の主な取組◆
①生物の生息環境の保全

②生物の生息情報と保全対策の公開

・ヒヌマイトトンボ（町指定の天然

・生物多様性を保全するための動植物一斉調査の実施

記念物）の生息地の保全及び拡大

・町内で確認される生物の生息・生育情報の公表

・用水路などの整備・改修時の生態系への配慮

③涸沼を保全していく活動の推進

・貴重な動植物が生息・生育できる環境の保全・創出

・涸沼のラムサール条約登録を目指した活動組織の設置

・外来種の種数及び個体数の増加防止のための啓発

・涸沼を取り巻く生態系や水質等の保全について，町民，

・涸沼の再生を目指した湖岸植物，沈水植物の復元

事業者，市民団体が協働していくための検討会の開催

・豊かな自然を紹介できるネイチャーセンターの設置

1-2 人と自然との共生
◆環境施策と町の主な取組◆
①水辺地と人の共生ができる空間の保全

②里山の再生，整備事業の推進

・河川の整備・改修時の生物生息空間へ配慮した整備の促進

・里山育成のための間伐，下刈り，植林等の保全・

・農業用ため池の保全の推進

管理対策の推進

・漁場の保全や種の保全，観光事業の活性化のための水上レ
ジャー活動との区分化の実施

・間伐材など木材の有効活用の普及・啓発の推進
・保安林の適正管理の促進

③農地と自然が調和した空間の整備

④エコツーリズムの活性化

・環境保全型農業やエコファーマー認証の推進

・涸沼自然公園を拠点とした環境学習や観光の拡充

・自然に優しい農業の取組事例発表会の実施

・街路樹の適切な維持管理

・耕作放棄地の解消及び有効活用

・公共施設や住宅，事業所における緑化の推進

・農村との交流を通じた農業体験の推進

・水辺や遊歩道における親水空間の保全・整備・適切な管理

1-3 歴史と文化の保全
◆環境施策と町の主な取組◆
あんば祭り

① 景観と自然の調和を含めた文化財の保全
・文化財保全に関する啓発の強化

・文化財の調査，保全の推進

② 環境・歴史・文化の継承
・文化財などを生かした観光やまちづくりの推進
・環境・歴史・文化を伝える人材（語りべ）の育成を目指すネットワークの構築
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1-4 協働
◆環境施策と町の主な取組◆
① 学ぶ（主体的な環境学習の推進）

② 活動する（主体的な保全活動の推進）

【涸沼自然ガイドに学ぶ学習会】

【自然・やすらぎ環境保全活動】

・自然観察会や自然体験など，自然保護意識の

・町民や事業者が参加する生物調査や環境保全活動の実施

向上に役立つ環境学習会の開催

・これまで涸沼の保全に携わってきた市民団体などと町民

・涸沼自然ガイドに登録した市民団体などが開

・事業者を中心とした委員会を設置し，生物多様性の保

催する自然観察会や自然体験などの推進

全に向け，検討会を実施（涸沼環境保全検討会）

・自然環境と文化に親しむため，史跡や天然記

・涸沼の産業を中心とした委員会を設置し，漁場，釣り場，

念物をめぐる自然観察会の組織的な運用

水上レジャーのあり方について自然と人との共存化を

【生物多様性保全取組事例発表会】

図るための協議の実施

・生物多様性保全のための知識や取組事例を学

・ボランティアと地域の連携による里山再生活動の実施に

べる発表会の開催

よる，平地林・里山の整備面積の拡大

【環境や生きものにやさしい農業の勉強会】

・エコ農業で生産された農産物について環境保全の取組の

・環境や生きものにやさしい農業を広めるため

環を広げるためのＰＲの手段作り

の知識や技術を共有する勉強会の推進

【涸沼自然ガイド・保全活動リーダーの育成】
・自然観察会や保全地の案内を行うガイド，環境保全活動
のリーダーの育成
・祭りや伝統行事を継承する
ためのネットワーク作り及
び継承者の育成
←「クリーンアップひぬまネットワーク」
の取組（屋形船で廣瀬誠会長の環境教室）

２

快適・安全

オシドリ(県 RDB 希少種)

～人の輪で，未来につなげる住みよいまち～

◆施策の方向◆
快適で安全な環境のもとに日常生活を送るために，町民・事業
者への環境意識の向上を目的とした指導者や啓発員による説明
会の開催をはじめ，茨城町涸沼環境保全実施計画の推進，環境
保全活動団体のネットワークの構築などを行い，町民が心地よく

過ごせる環境の改善及び維持に取り組んでいきます。

2-1 きれいな空気と静かな環境の確保
◆環境施策と町の主な取組◆
① 大気汚染防止対策

② 悪臭防止対策

・大気汚染防止及び大気環境保全に関する普及・啓発の推進

・事業所からの悪臭に対する指導（県と共同）

・低公害車（ハイブリッドカーなど）の導入の推進

・町民に対する日常生活からの悪臭防止の啓発

・事業者からの大気汚染に対する指導（県と共同）

・農畜産系廃棄物から発生する悪臭防止と堆肥化の
推進及び耕畜連携した地域リサイクルの検討

③ 騒音・振動対策
・事業所からの騒音，振動に対する指導（県と共同）

④ 大気・騒音環境の監視・調査の継続

・生活騒音に対するモラルの普及啓発

・工場・事業所などからの排出ガスに対する監視・指導の強化
・自動車交通騒音及び航空機騒音の測定・監視の継続
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2-2 清らかな水の確保
◆環境施策と町の主な取組◆
① 工場・事業場の排水対策

④ 涸沼及び涸沼流域の浄化活動の推進

・排水基準遵守の徹底や排水の負荷低減による排水対

・県が進める涸沼水質保全計画の推進

策の推進

・クリーンアップひぬまネットワークをはじめ，各種団体

・化学物質や油，農薬流出など水質事故防止対策の推進

が実施する浄化活動の推進

② 生活排水対策

・茨城町涸沼環境保全実施計画の推進

・公共下水道及び農業集落排水処理区域内における接

◆涸沼の水質・COD（化学的酸素要求量）
【データの出典：茨城県環境白書】

続の推進

(mg/L)

・合併処理浄化槽の設置の推進と設置費用の一部助成

涸沼（親沢）

涸沼（宮前）

涸沼（広浦）

12.0

・生活排水による水質汚濁防止の普及・啓発

10.0
8.0

③ 水質の監視・調査の継続

6.0

・工場・事業所などの排水に対する監視強化と指導

4.0

・水道水源（地下水・那珂川）の水環境の監視及び保全

2.0

・涸沼や涸沼流入河川の水環境の監視及び保全

0.0

・農業用水として導水している霞ヶ浦や那珂川流域市

（平成） 8

環境基準

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
（年度）

町村への水質保全の要請

※COD（化学的酸素要求量）とは，水質汚濁の指標です。

2-3 安全・安心な暮らしの確保
◆環境施策と町の主な取組◆
① 土壌汚染・地盤沈下対策

③ 福島第一原子力発電所の事故に係る

・廃棄物からの汚染物質の流出や，排水による土壌汚染防止の監視
・農薬使用量の低減及び有機肥料の使用促進

放射線及び放射能の監視
・公共施設における放射線量の測定や水道水，
給食食材の放射性物質の測定及び関係機関との

② 有害化学物質の排出防止対策
・事業者に対する「PRTR 法」に基づく化学物質の適切な管理・
使用の指導
・農薬や化学肥料，洗剤の使用等に関する，環境への配慮につい
ての意識啓発

連携による対策
・町民への放射線測定器の無償貸し出しの実施
・町内で生産・採取された農畜水産物等について，
放射性物質の無料測定の実施

2-4 協働
◆環境施策と町の主な取組◆
① 学ぶ（主体的な環境学習の推進）
【茨城町涸沼環境フェスティバル】
・茨城町涸沼環境フェスティバルなど各種イベントにおける環境学習会の実施
【環境意識向上説明会】
・地域住民が集まる場所に指導者や啓発員が出向き説明会を開催
【涸沼浄化推進小学校連絡会議の活動ＰＲ】
・涸沼浄化推進小学校連絡会議での子どもたちの活動の公表

茨城町涸沼環境フェスティバル

②活動する（主体的な保全活動の推進）
【茨城町涸沼環境保全実施計画の推進】
・茨城町涸沼環境保全実施計画に掲げる町民と行政が協働で取り組むべき事業の推進
【環境保全活動団体のネットワークの構築】
・水質保全活動を実施している団体のネットワーク化と協働事業の推進
【エコ看板の作成と設置】
・各地区で子どもたちからエコに関する標語を募集し，立て看板を作成・設置
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川根小学校の水質浄化の取組

３

資源・エネルギー

～地域のちからが循環し，未来へ躍進し続けるまち～

◆施策の方向◆
かけがえのない地球環境と未来の子どもたちのために，ごみ
の発生抑制と資源の有効利用をさらに進め，地球温暖化対策に
ついては「茨城町地球温暖化対策実行計画」を町民，事業者へ
周知し，ライフスタイルの見直しや CO2 見える化の普及，自然
エネルギー等の利用の推進などに環境教育・環境学習による意
識啓発を強化し取り組んでいきます。

3-1 ３Ｒの推進
◆環境施策と町の主な取組◆
① ごみの発生抑制と減量化の推進

② 再使用の推進

・ごみの排出量や資源化率，最終処分率など，ごみ処

・物を大切にすることや修理・修復による再使用の推進
・古着や古物のフリーマーケット等活用の促進

理に関する情報の公表
・ごみ減量の意識啓発

③ 再資源化の推進

・エコクッキングの普及・啓発や水切りの徹底，堆肥

・
「容器包装リサイクル法」などに基づく分別排出体制の強

化の推進

化及び資源回収の円滑な推進

・「茨城町におけるレジ袋削減の取組に関する協定」

・
「小型家電リサイクル法」に基づく不要になった小型家電

に基づくマイバッグ持参の推進

の回収によるレアメタルの再資源化の推進

・エコショップ制度への登録の促進と町民への周知

・エコマークなど環境にやさしい商品の購入の促進

・茨城町一般廃棄物処理基本計画の策定

・町内で発生する稲わらや落ち葉，間伐材などを有効利用す

・クリーンセンターの新設の推進

るリサイクルの仕組みづくり

・農業用廃プラスチック等の回収・有効活用の推進

◆本町の一般廃棄物総排出量【データの出典：町みどり環境課】
（ ｔ ）
10,000

9,774

9,500
9,040

9,000

9,135
8,893

8,812

9,128

730
696

7,500

692

9,047

9,224

780
779

760
740

715
703

9,403

8,834

8,500

8,000

9,295

（ g ）
800

741

720

732

700

715

715

680

694

660

7,000
H13

H14

H15

H16

H17

H18

一般廃棄物総排出量

H19

H20

H21

H22

640
H23 （ 年度 ）

1人1日あたりのごみ排出量

3-2 環境美化の推進
◆環境施策と町の主な取組◆
① 廃棄物の適正な排出の指導

③きれいなまちづくりの推進

・広報等によるごみの分別の徹底とマナーの周知

・町内一斉ごみ拾いなど美化活動の推進

・違法な野焼きの指導

・ペットのふんの持ち帰りや飼育上のマナーの普及啓発
・雑草などの繁茂した空き地の適正な管理の指導

② 不法投棄されない環境づくりの推進

・花と緑の環境美化コンクールの推進による環境美化の啓発

・不法投棄監視の強化による未然防止及び早期発見

・生け垣の設置やガーデニングなど，町民が取り組みやすい

・土地所有者（管理者）へ防護柵やネットを設置する

緑化情報の提供

など不法投棄されない環境づくりの呼びかけ
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3-3 地球温暖化対策の推進
◆環境施策と町の主な取組◆
① 地球温暖化対策の推進
・茨城町地球温暖化対策実行計画区域施策編の推進及び町民，事業者，町の協働による地球温暖化対策
・茨城県地球温暖化防止活動推進員の推薦及び活動支援の推進
・家庭における CO2 排出量の把握や製品やサービスの購入時の CO2 排出量表示など，CO2 見える化の活用の普及によ
る CO2 削減の取組の推進

3 - 4 協働
◆環境施策と町の主な取組◆
① 学ぶ（主体的な環境学習の推進）

② 活動する（主体的な保全活動の推進）

【茨城県地球温暖化防止活動推進員に学ぶ学習会】

【茨城町地球温暖化対策実行計画の推進】

・茨城町ふるさとづくり出前講座に茨城県地球温暖

・茨城町地球温暖化対策実行計画の周知及び町民，

化防止活動推進員を招き開講

事業者，町の協働による地球温暖化対策

・茨城県地球温暖化防止活動推進員が実施する啓発

【町内一斉ごみ拾い】

活動や学習会の開催

・町内一斉ごみ拾いの実施

【CO2 見える化の活用】

【バイオマス資源の地域リサイクル】

・家庭における CO2 排出量の把握や製品やサービスの

・農畜産廃棄物などのバイオマス資源を有効活用

購入時の CO2 排出量表示など，CO2 見える化の活用

するための堆肥化の推進及び耕畜連携した地域

を学習会などで普及させ，CO2 削減の取組を推進

リサイクルの検討

◆茨城町地球温暖化対策実行計画◆
◆本町の二酸化炭素の排出量と目標値
【データの算定：地球温暖化対策地方公共団体実行計画
する法律」に準拠して定めるものとしますが，
区域施策編策定マニュアルに基づく按分法による】

本実行計画は，「地球温暖化対策の推進に関

茨城町環境基本計画の環境施策に掲げた地球
温暖化対策の推進を図るための計画として位
置付け，町・町民・事業者が協働で取り組んで
いくことを目的とします。

(千t-CO2)

282.8

300.0
250.0

229.4

200.0

＜目標値＞

150.0

地球温暖化の主な原因である二酸化炭素排

100.0

出量の削減目標は，
2009 年度
（平成 21 年度）

50.0

基準で，国の地球温暖化対策の中期目標年に従

20.5%削減
18.3%削減

19%削減

18.1%削減

0.0

い，2020 年度（平成 32 年度）までに，19%

2009年

（53.4 千トン）削減の 229.4 千トンとします。

2020年中期目標

産業部門

＜子どもたちの環境意識＞

民生部門

製造業，鉱業・建設業，
農林水産業

中学 2 年生に対して行ったアンケートによ
ると，地球温暖化問題への関心は非常に高いの
ですが，一方で，地球
0
温暖化に関する学習会
への参加意欲は低く，
地球温暖化に関する学習会 3.9 3.5
町では，環境学習会の
参加したことがある→ また参加したい
充実に向けて取り組ん
参加したことがない→ 今後は参加したい
でいく方針です。
無回答
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20

40
34.4

運輸部門

家庭部門，業務部門，
一般廃棄物

60

80
56.0

100 （％）
2.1

参加したことがある→ もう参加したいと思わない
参加したことがない→ 今後も参加したいと思わない

＜茨城町地球温暖化対策実行計画の施策体系＞

施策の方向

（１）自然エネルギー等の
利用促進

施策の内容

①自然エネルギー等の利活用促進
②公共施設への太陽光発電システムの設置
③リサイクルエネルギーの利活用の促進
④住宅等の高効率エネルギー利用の促進

（２）CO2 削減につながる
暮らし方や事業活動の推進

①ライフスタイルの見直し
②CO2 排出量の見える化等の活用の普及
学

太陽光発電システム
（町消防庁舎）

ぶ（主体的な環境学習の推進）
・
「環境家計簿」，
「CO2 チェックツール（茨城県）
」等を使用した
見える化（CO2 排出量の数値把握）への取組の呼びかけ
・製品やサービスの購入時における環境ラベル（カーボンフット
プリント，エコリーフ環境ラベル等）による見える化等の活用
の普及

緑のカーテンの設置（町役場）

③エコドライブの普及促進
××ｇ

茨城町環境基本計画
「資源・エネルギー」
分野で「協働」に示す
重点取組

④地産地消の推進
⑤農林業分野における温室効果ガス
削減の取組の推進

カーボンフットプリント

⑥町役場における地球温暖化対策実行計画
（事務・事業編）の推進

（３）環境にやさしい取組
のサポート

①環境教育・環境学習による意識啓発
学

ぶ（主体的な環境学習の推進）

・「地球温暖化防止活動推進員」の増員による温暖化防止の普及・
啓発活動の推進
・学校等における環境教育，茨城町ふるさとづくり出前講座など
における環境学習，茨城町涸沼環境フェスティバル等イベントに
おける環境情報及び環境にやさしい取組の紹介などによる温室
効果ガス排出量削減に向けた行動促進や意識啓発
・学校施設等で導入した太陽光発電システムを活用した子どもた
茨城町涸沼環境フェスティバル
（環境学習に関するブースの様子）

ちの意識啓発

②環境マネジメントシステムの導入の促進

11

◆計画の推進体制◆
計画の目標達成に向けた環境施策の計画的な推進や実施などについて，その実効性を確保していくために，
以下の方策に沿って環境基本計画の推進を図るものとします。

諮問

町

茨城町環境審議会

長

○計画の進捗状況の点検・評価
結果に対する意見・提言
○計画の策定・見直し検討

答申
報告

指示

環境保全茨城町民会議
○計画の推進，調整
○区長への伝達強化
○環境保全活動のサポート
協力

協力

連携

連携

茨城町環境保全推進委員会

茨城町の環境を良くする会
協力・連携

・庁内各課職員
○計画の推進，調整
○情報発信
○計画の進行管理（進捗状況の
点検・評価・とりまとめ）

・町民，団体，事業者
○情報収集・発信（普及・啓発）
○年間事業計画の提案
○事業成果の検討
○環境学習の推進

普及

協力
連携

参加依頼

参加・協力

情報発信

情報提供

・町民，滞在者

・団体，事業者

協力
連携

○取組の実行
○協働による取組への参加・協力
○情報提供

国・県・他市町村等
○茨城町環境基本計画
の推進への協力

茨城県地球温暖化防止
活動推進センター
○茨城町地球温暖化対策実行計画
の推進への協力
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