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平成２９年度第３回袖ケ浦市環境審議会 

 

１ 開催日時  平成３０年３月２３日 午後２時開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市保健センター集団指導室 

 

３ 出席委員 

会 長 工藤 智子 委 員 斉藤 文雄 

委 員 國廣 隆紀 委 員 諏方 和子 

委 員 山本 浩史 委 員 三浦 邦夫 

副会長 眞利子 浩 委 員 髙石 斌夫 

委 員 吉田 良子 委 員 繁多 紀子 

委 員 浅田 安則 委 員 村上 久美 

 

 （欠席委員） 

 

 

４ 出席職員 

環境経済部長 分目 浩 環境管理課副参事 関根 恵一 

環境経済部次長 苅米 幹隆 環境管理課主査 河口 真慶 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

(1) 袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画年次報告について 

 (2) 袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画（第４次）について 

 (3) 袖ケ浦市環境基本計画年次報告について 

 (4) その他 

 

７ 議 事 

(1) 開会 

(2) 会長あいさつ 

(3) 環境経済部長あいさつ 

(4）議題（１）袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画年次報告について 

委 員 塩谷 保幸 委 員 小島 直子 
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 工藤会長 ：議題（１）について事務局から説明をお願いします。 

事務局  ：配布資料に基づき袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画年次報告に

ついての説明。（説明内容省略） 

工藤会長 ：ただ今の説明について、質問等あればお願いします。 

 國廣委員 ：東京都あたりではＬＥＤに全面的に取り換えるという方針が出

されているというニュースが流れているが、市の施設ではＬＥ

Ｄ化できるものに対しての実施率は何パーセントくらい進んで

いるのか。 

 事務局  ：数値について計算はしていない。ＬＥＤ化は一部では開始して

いるが、全体からみるとごく一部であり、庁舎の一部、防犯灯

などである。庁舎旧館の建て替え、新庁舎の大規模改修の時期

に合わせて電気使用量削減のためのＬＥＤ化を検討しており、

太陽光発電システムの導入にも合わせて取り組んでいくという

考えであるのでご理解いただきたい。 

 三浦委員 ：温室効果ガスの排出量の項目別では基準年度である２２年度に

おいて、電気の使用が全体の７７％ということだが、電気のな

かの照明、空調、給湯、動力等の内訳は把握しているのか。 

 事務局  ：計算はしていない。 

 三浦委員 ：ＬＥＤ化してもほんのわずかでは意味がない。普通のビルでは

照明が３分の１ほどを占めており、それをＬＥＤ化するとかな

りの効果があると思うので、効果的なところを把握しておくべ

きだと思う。  

 工藤会長 ：國廣委員、三浦委員が言いたいのは、限られた予算を効果的な

ところに投入したほうが良いということだと思うので、事務局

のほうで今後検討していただきたい。 

 事務局  ：承知した。 

 國廣委員 ：庁舎だけでも早くやってその進み具合を市民にＰＲしていくと

良いと思う。 

 眞利子委員：今回が第３次計画の最終年度ということで、基準年度を設けて

その比較をずっとやっているとのことだが、なんらかの変化が

あった場合にそれが増えた減ったという例えば今年の夏は暑か

ったから電気使用量が増加したというようなコメントに終始し

てしまうのではないかと思う。できれば、全体で原単位を設け

るというのは難しいかもしれないが、Ｐ６以降に書いてあるよ

うな部門ごとで集計していけば、ある程度の活動に伴うＣＯ２
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発生量が把握できると思うので、それを目標にするのはいかが

か。そのほうが、環境だとか、人口の増加、事業の突発的な増

加等に影響を受けないで、評価ができるのではないかと思うの

で、検討していただきたい。 

工藤会長 ：原単位というのはガソリンの使用、原油の使用等を網羅しての

部局ごとのものということか。 

眞利子委員：そうである。 

工藤会長 ：市役所は組織変更等で、人数の増減というファクターもあり恒

久的なものとなりうるかということがあるので、事務局で検討

していただきたい。 

眞利子委員：基準年度の増えた減ったというのはもう限界にきてるのではな

いかということを申し上げたい。 

工藤会長 ：トータル的に見たときにどうかというところで評価をすべきと

いうことか。 

眞利子委員：そうである。 

高石委員 ：Ｐ１（５）の排出係数について、基準年度のもので一貫してい

るとあるが、法律のほうの数値の変化との関係はどうなってい

るのか。 

事務局  ：Ｐ２の排出係数一覧が策定当初に設定した排出係数である。国

のほうでは毎年設定されるが、市のほうで毎年変更していると

同じ使用量であっても違う結果になり取組みの結果が見えにく

くなるので、期間中は一定のものにして排出量を評価している

ということである。 

高石委員 ：計画年次の間では変えないということか 

事務局  ：そうである。同じ基準で評価できるようにということで、一律

の基準を用いている。 

國廣委員 ：平成１３年の計画策定の際に関わったが、その時に排出係数は

４か年の間は変えないで比較するということになった。通年で

みるという場合には割り戻して計算すれば大丈夫である。 

高石委員 ：通年でみられるデータを市は持っているのか。 

事務局  ：平成１３年度からの活動量のデータは持っているので、温室効

果ガス排出量の算定方法にあてはめれば計算は可能である。 

高石委員 ：基礎となる活動量の把握は今後もしっかりとやっていただきた

い。 

國廣委員 ：ガウランドの地熱利用を市民にもっとＰＲしてはいかがか。そ

の省エネ効果は把握しているのか。 
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事務局  ：データは持ち合わせてはいないが、報告書にのせたほうがよい

ということか。 

國廣委員 ：地熱利用の公共施設が増えてきているので、袖ケ浦市もＰＲす

べきと思う。 

事務局  ：Ｐ７の市民健康部の表の下のコメントのなかにどれくらいの効

果が出ているのか数値までのせられれば良いと思うが、来年度

の報告にのせることを担当部署と調整し検討したいと思う。 

工藤会長 ：表の中では難しいと思うが、コメントとして記載すると良いと

思う。 

國廣委員 ：省エネパトロール、省エネ診断はやっているか。 

事務局  ：実施したことはない。 

國廣委員 ：ＮＰＯの活動で協力したいと思うので、前向きに検討していた

だきたい。２６年度の－１１．５０％を超えることはないと思

うが、次年度増やしていくことを考えていかないといけないと

思う。 

三浦委員 ：ホームページなどで第２次、第３次計画と見ていくと、基準年

度の排出係数が大きく変わっていて長期的に見て絶対量が本当

に減っているのかがわかりにくい。 

事務局  ：そのときの排出係数で排出量は大きく変わってしまうが、電気

量は特に係数の変動が激しくなっている。活動量そのものだけ

の推移で公開すべきということでしょうか。 

三浦委員 ：どれだけ省エネになったかという推移がわかると良いと思う。 

國廣委員 ：先ほども述べたが、割り戻して、排出係数を揃えて一覧表を作

ればよいが、いわゆる基準量の設定のために省エネ診断を考え

ていただきたい。 

事務局  ：活動量のデータは持っているので、長期的に事業所として本当

に減らしているのかということが分かるように検討していきた

いと思う。 

工藤会長 ：来年度以降は、報告の際に工夫をお願いしたい。 

 

(5）議題（２）袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画（第４次）について 

 

工藤会長 ：議題（２）について事務局から説明をお願いします。 

事務局  ：配布資料に基づき袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画（第４次）

についての説明。（説明内容省略） 

工藤会長 ：ただ今の説明について、質問等あればお願いします。 
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村上委員 ：平成２８年度報告書Ｐ３の１番上の表の平成２７年度ガス総排

出量の値と第４次計画書のＰ４の平成２７年度の総排出量の値

が違うがどちらが正しいか。 

事務局  ：２８年度の報告が正しいものである。パーセンテージは合って

いる。 

村上委員 ：そこの数値が違うと後のほうの計算の数値も違ってくる。第４

次計画のＰ１１の基準年度温室効果ガス総排出量などそこをも

とに計算していると目標値とかも異なってきてしまいますので、

確認をお願いします。 

事務局  ：数値を修正する。 

工藤会長 ：修正したものを後日各委員に配布してください。 

國廣委員 ：Ｐ９電気使用量の排出係数０．５０５は実排出係数か調整後の

排出係数か。 

事務局  ：確認する。（→実排出係数） 

國廣委員 ：使い道によって、実排出係数か調整後の排出係数を使い分ける

ので、袖ケ浦市だけ特異なものとならないようによく確認して

いただきたい。 

事務局  ：確認する。 

國廣委員 ：Ｐ１７の２ 計画の推進方法について、取組み状況、目標値に

対する達成状況とあるが、実質的には数値だけを追っかけると

いうことになっていないか。あるいは、日頃の取組状況という

のは今までどのようなものであったのか。 

事務局  ：Ｐ１７取組状況点検表に関しては、各数値の報告とともにＰ１

３～１５にかけて書いてある項目の取組状況を各課に〇×など

で回答してもらい提出している。 

國廣委員 ：第３次計画のほうでもあまり取組状況に関する報告がなかった

ように思うが。 

事務局  ：各課しっかりと取り組んでいると思うが、数値との関連がなか

なか結果に出せないような状況になっている。 

工藤会長 ：國廣委員が言いたいのは、ＣＯ２排出量だけではなく、取組み

状況についても審議会のメンバーに知らせてほしいということ

だと思うので、次年度以降の年次報告の際に工夫してほしい。 

事務局  ：承知した。 

眞利子委員：Ｐ１４、１５にフロンについて書いてあるが、事業所としての

水銀の排出とフロン抑制法への対応が最近変わってきている。

今回は地球温暖化対策実行計画であるので、水銀はおいておく



- 6 - 

として、フロンに対してはしっかりと取り組まないといけない。

報告書のなかのフロンへの取り組みに関して、単に「リサイク

ル法に基づき」というだけではなく、「改正されたフロン抑制法

に対応し」等を盛り込み、市の対応をＰＲしてはどうかと思う。 

工藤会長 ：計画はもう確定したものであるので、直すのは難しいと思うが、

今後の年次報告書にフロン抑制法が改正されたことを受けて一

層取り組んだという事を報告に盛り込むことを検討していただ

ければと思う。 

眞利子委員：取り組まなければならないことなので、確実に実行していただ

きたい。 

國廣委員 ：いまのフロン抑制法では、エアコンの出力の点検義務が生じて

いる。Ｐ１５（２）建物の管理のところには「フロンの回収を

徹底する」とあり回収は滅多にないことであるが、定期点検は

使用者が確実に行わなければならないことなので、１行入れて

おいたほうがよい。 

浅田委員 ：おっしゃられていることは確かにそうだが、温室効果ガスの排

出量という前提の中で排出係数の一覧の中では封入カーエアコ

ンから一部漏れ出るような状態での係数掛けになっているので、

もちろんやらなければいけないことではあるが、そこを強調す

るとごっちゃになってしまわないか。 

眞利子委員：エネルギーのほうに特化すれば確かに目立ってこないことであ 

るが、Ｐ１０をみるとフロンが温室効果ガスにかなり高い影響 

を及ぼすということで、きちっとした管理をしなければならな 

いので、環境審議会としてフロンへの適切な対応をお願いした 

いということである。 

工藤会長 ：漏れないように市としてきちんと点検しているという姿勢を記

述してはどうか。 

事務局  ：数字のところではなく、取り組み調査の項目に加えたいと思う。 

三浦委員 ：庁舎の整備をせっかくやるなら省エネ空調に先進的に取り組ん

でいる設計事務所もあると思うので、省エネ性能の高いビルを

作るというＰＲも含めて、建設計画のなかにいれていただけた

らと思う。 

工藤会長 ：建設計画の主体は環境部門ではないと思うが、建設計画の会議

などがあれば、意見として出していただきたい。 

事務局  ：庁内の会議体があり今後本格的に設計に取り組んでいくので、

環境審議会からの意見として対応していく。  
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工藤会長 ：省エネタイプにすると初期投資が少し高くなると思うが、そこ

を長い目で見てコスト比較をすることができれば説得力が増す

と思う。審議会委員の皆さんには改修計画等でパブコメ等求め

られることもあると思うので環境を後押しする意見を出してい

ただければと思う。 

國廣委員 ：Ｐ１４の３（１）建物の建設のところに「公共工事の入札参加

資格に、ＩＳＯ14001 等の認証取得等を検討する」とあるが、市

のほうでもＩＳＯ14001 や環境省がやっているエコアクション

２１への取り組みを進めていただきたい。 

 

(6）議題（３）袖ケ浦市環境基本計画年次報告について 

 

工藤会長 ：議題（３）について事務局から説明をお願いします。 

事務局  ：配布資料に基づき袖ケ浦市環境基本計画年次報告について 

の説明。（説明内容省略） 

工藤会長 ：ただ今の説明について、質問等あればお願いします。 

浅田委員 ：ポイ捨て防止の袖ケ浦駅前でのクリーン活動を１回やっている

と思うが、今回の取組状況のなかに記載されていない。ポイ捨

て防止だとＰ２２の（５）－１などが該当箇所だと思うが。 

工藤会長 ：それは毎年やっているものではなく、今年度初めてのものか。 

事務局  ：記述が抜けているので追加させていただく。２８年度の１１月

から袖ケ浦駅周辺で実施しており、２９年度以降については夏

と秋に長浦駅と袖ケ浦駅周辺でポイ捨て防止のティッシュ配布

やごみ拾いをしている。Ｐ２２（５）－１ポイ捨て防止の啓発

キャンペーン実施の欄に加える。 

工藤会長 ：市のほうで加えていただくということで了承いただきたい。 

國廣委員 ：Ｐ６ 自然環境・みどりのところのアライグマの駆除数１６８

頭というのは市が駆除しているのか。駆除を受付したというこ

とか。 

事務局  ：市として１６８頭を捕獲し、駆除は県の施設で行っている。平

成２０年の千葉県の特定外来種防除計画策定を受けて、県から

借りたワナと市所有のワナで捕獲を行っている。 

國廣委員 ：捕獲をするのに免許はいるのか。資格に関して広報に出てたよ

うに思うが。 

事務局  ：県から担当課職員が捕獲する許可を得ている。広報に出ている

資格の取得の補助というのは狩猟免許で狩猟のイノシシのクク
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リワナのものである。 

國廣委員 ：個人的にもアライグマで困っており、ネットで入られないよう

にしたりしているのだが、大変である。なんとか街全体で駆除

できればと思う。 

事務局  ：農作物被害に関しては農林振興課、家屋等の被害の場合は環境

管理課が担当課である。自宅のほうで疑いがあるのであれば、

現地を確認させていただき、足跡等があればワナの設置は可能

であるのでご連絡いただきたい。 

三浦委員 ：Ｐ１２（２）－２ 交通による大気汚染、騒音・振動を解消す

るとあるが、騒音・振動について触れていないようだが。 

事務局  ：アイドリングストップやバリアフリーが該当すると思う。 

三浦委員 ：広域農道はアンダーパスができてダンプや大型車の交通量が多

く振動で家が揺れるようになった。市に振動測定なども依頼し

ているのだが、そのような騒音・振動を解消するということで

はないのか。速度制限を厳しくしたり、凸凹を設けて速度を抑

制するなどが騒音・振動を解消する方策かと思うが。 

 事務局  ：道路整備については書かれていない。２５年度に見直しをした

が、自家用車に依存せずに済むような公共交通システムの整備

をすることで環境への負荷を低減するという文言しか書いてい

なく、当時はそのような視点がなかった。ゾーン３０などの例

もあるので次回以降の基本計画の策定や見直しの際には検討し

ていきたい。 

國廣委員 ：光化学スモッグの発令状況が年１回だったとのことだが、生活

安全メールを受け取っていて、もっと多かったのではないかと

感じる。 

事務局  ：２８年度中は１回である。 

工藤会長 ：冷夏で曇りや風の日が多かった。２８年度は県内全体的に少な

かった。 

事務局  ：２９年度は８回、２７年度は７回である。 

 

(7）議題（４）その他について 

 

工藤会長 ：議題（４）について事務局から説明をお願いします。 

事務局  ：配布資料に基づきその他「袖ケ浦市環境基本計画の見直しにつ

いて」の説明。（説明内容省略） 

工藤会長 ：ただ今の説明について、質問等あればお願いします。 



- 9 - 

（質問なし） 

Ｐ４８の温室効果ガスの数値については確認をお願いいたしま

す。今すぐに意見をというのは難しいと思うので、なにか気づ

いたことがあればご連絡していただくということでお願いしま

す。以上をもちまして環境審議会の議事は終了し、議長の任を

解かせていただきます。委員の皆様には長時間ご協力を頂きあ

りがとうございました。 

 

(8)閉会 
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１ はじめに 

市役所はその職員数や事業規模が大きい事業体であり、地球温暖化対策の推進に関する法律

に基づき地球温暖化対策実行計画の策定義務があることから、自らの事務事業に伴って排出さ

れる温室効果ガスの排出量を率先して抑制することにより、地域の温室効果ガスの実質的な排

出抑制を図るとともに、市民・事業者の行う地球温暖化防止に向けての自主的な取り組みを促

進することを目的に、平成１３年３月に「袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

その後、温暖化対策に関する国内外の状況の変化や市の施設の新設もあったことから、平成

２０年１月に第二次計画、平成２５年３月に第三次計画を策定しました。 

本報告書は、平成２８年度における温室効果ガス排出量を算定し、基準排出年度（平成２２

年度）の排出量と比較して達成度を報告するものであり、今回が、第３次計画の最終年度の報

告です。 

 

２ 計画の概要 

（１）基準年度と計画期間 

平成２２年度を基準年度とし、平成２４年度から平成２８年度までの５年間です。 

 

（２）計画の範囲 

本計画では、全ての市有施設（別紙〈対象施設一覧〉を参照）を計画の範囲とし、全ての

事務事業を対象としています。ただし、委託等により管理するものを除きます。 

  

（３）対象となる温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項で対象となるものは以下の６種です。 

二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカー

ボン（ＨＦＣ）、※パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 

 ただし、※パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）は微量である上に

把握が極めて困難なため本計画の対象から除外しています。 

 

（４）目標値の設定 

平成２８年度までに平成２２年度比でマイナス６％を目標としています。 

（基準値：9,097,619.4 kg-CO2、目標値：8,551,762.2 kg-CO2） 

 

（５）温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第３条において、温室効果ガス総排出量に係る温

室効果ガスの排出量の算定方法、及び排出係数が決められています。 

しかし、計画策定後に法律の改正による排出係数の変更があった場合、年度ごとの取組成果の

比較を正確に出来ないことから、本市の年次報告では、基準年度（平成２２年度）の排出係数を一

貫して用いることで、整合性を確保しています。 
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排出係数一覧 （温室効果ガス排出量を算出するために、活動項目毎で使用する係数） 

活動項目 排出ガス 報告単位 排出係数 

（Ｈ22 年度） 

ガソリン ＣＯ2 Ｌ ２．３２ 

灯油 ＣＯ2 Ｌ ２．４９ 

軽油 ＣＯ2 Ｌ ２．５８ 

Ａ重油 ＣＯ2 Ｌ ２．７１ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ＣＯ2 ㎏ ３．００ 

都市ガス ＣＯ2 ㎥ ２．２３ 

電気使用量 ＣＯ2 kWh ０．３８４ 

普通・小型自動車走行量 （ガソリン・ＬＰＧ等） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２９ 

軽自動車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ 

普通貨物車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３９ 

小型貨物車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２６ 

軽貨物車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ 

特殊用途車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３５ 

普通・小型自動車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００２ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００７ 

普通貨物車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００１４ 

小型貨物車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００７６ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００９ 

特殊用途車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１３ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２５ 

封入カーエアコンの使用（年間） ＨＦＣ 台 ０．０１ 

一般廃棄物焼却量 （全量・連続） ※ 
ＣＨ4 

ｔ 
０．０７７ 

Ｎ2Ｏ ０．０５３９ 

下水処理量 
ＣＨ4 

㎥ 
０．０００８８ 

Ｎ2Ｏ ０．０００１６ 

ディーゼル機関（定置式）における軽油使用量 Ｎ2Ｏ Ｌ ０．００００６４ 

ディーゼル機関（定置式）におけるＡ重油使用量 Ｎ2Ｏ Ｌ ０．００００６６ 

汚泥焼却量（し尿・公下・集排） ※ 
ＣＨ4 

ｔ 
０．００９７ 

Ｎ2Ｏ １．０９ 

  ※現在、市の施設では焼却を行っていない。 

 

温室効果ガス排出量の算定方法 

温室効果ガス総排出量 ＝ 活動量 × 排出係数 × 地球温暖化係数 

※地球温暖化係数 

 【ＣＯ2＝１ ＣＨ4＝２１ Ｎ2Ｏ＝３１０ ＨＦＣ＝１３００】 
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３ 温室効果ガス排出状況 

（１）年度別温室効果ガス総排出量 

平成２８年度の市役所全体における温室効果ガス総排出量は 8,421,308.2 kg-CO2で､基準

値：9,097,619.4 kg-CO2 と比較して－676,311.2 ㎏-CO2（－7.43％）と減少していますが、

前年度（Ｈ２７年度）と比較すると増加しています。 

年度別温室効果ガス総排出量 (単位：kg-CO2) 

区  分 
Ｈ２２年度 

(基準年度) 
Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 

温室効果ガス

総排出量 
9,097,619.4 8,425,927.2 8,202,584.4 8,051,736.8 8,328,701.6 8,421,308.2 

基準年度に対

する増減率 
― -7.38% -9.84% -11.50% -8.45% -7.43% 

 

（２）排出項目別温室効果ガスの排出量 

①温室効果ガス排出項目別の排出量は次のとおりです。 

項目別温室効果ガス排出量（CO2換算値） （単位：kg-CO2） 

項     目 
平成２２年度 

(基準年度) 
平成２８年度 基準年度との差 増減率 

電気の使用 7,001,908.1  6,288,275.8  -713,623.3  -10.19% 

灯油の使用 790,000.8  583,952.7  -206,048.1  -26.08% 

都市ガスの使用 484,476.8  760,847.5  276,370.7  57.05% 

下水処理 335,583.4  354,284.4  18,701.0  5.57% 

ガソリンの使用 201,365.0  176,423.2  -24,941.8  -12.39% 

軽油の使用 172,660.8  164,273.2  -8,387.6  -4.86% 

LPG の使用 100,214.1  65,829.3  -34,384.8  -34.31% 

自動車の走行 9,753.0  8,600.4  -1,152.6  -11.82% 

Ａ重油の使用 1,626.0  18,671.9  17,045.9  1048.33% 

ディーゼル機関（定置式） 31.4  149.8  118.4  377.07% 

合計 9,097,619.4  8,421,308.2 -676,311.2   -7.43% 

   都市ガスの使用による温室効果ガス排出量が５７．０５％の増加となっていますが、平成

２６年１０月に学校給食センターが新設移転したことに伴い、灯油及びＬＰＧの使用から都

市ガスの使用へ変更したことが主な要因です。 

   Ａ重油、ディーゼル機関（定置式）のそれぞれの使用による温室効果ガス排出量が 

  １，０４８．３３％、３７７．０７％の増加となっていますが、平成２７年度から奈良輪雨

水ポンプ場が稼働したことが主な要因です。 

   なお、前年度と比較すると、電気、都市ガス、軽油が増加しており、その他の項目におい

ては減少しています。    
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②エネルギー種ごとの基準年度からの増減理由 

・電気 

  冷・暖房、照明、パソコン等の事務機器、機械動力など幅広く使用されています。 

 市の施設全体の温室効果ガス排出量の項目別では、電気の使用によるものが最も多く、本

計画の基準年度である平成２２年度において排出量全体の約７７％を占めており、電気使用

量の削減を進めることが効果的です。 

  平成２８年度の電気の使用による温室効果ガス排出量は平成２２年度と比較して 

１０．１９％の減少となっていますが、全庁的な節電の取組みや、これまで実施してきた設

備改修時等の省エネ型機器への更新が要因となっています。 

 

・灯油 

  暖房、ボイラー用燃料として使用されています。 

  平成２８年度の灯油の使用による温室効果ガス排出量は平成２２年度と比較して 

２６．０８％の減少となっていますが、新給食センターで灯油の使用から都市ガスの使用に

変更したことが要因となっています。 

  

・都市ガス 

  暖房、給湯用燃料として使用されています。 

平成２８年度の都市ガスの使用による温室効果ガス排出量は平成２２年度と比較して 

５７．０５％の増加となっていますが、新給食センターでの灯油及びＬＰＧの使用から都市

ガスの使用に変更したことが要因となっています。 

 

・下水処理量 

平成２８年度の下水処理による温室効果ガス排出量は平成２２年度と比較して５．５７％

の増加となっていますが、公共下水道・農業集落排水の普及により、処理量が増加したこと

が要因となっています。 

 

・ガソリン、軽油 

主に公用車の燃料に使用されています。 

平成２８年度のガソリンの使用による温室効果ガス排出量は平成２２年度と比較して 

１２．３９％の減少、軽油の使用による温室効果ガス排出量は平成２２年度と比較して 

４．８６％の減少となっていますが、公用車の効率的な運用により、総走行距離が減少して

いることが主な要因となっています。 

また、消費燃費はドライバーの運転の仕方にも大きく影響を受けることから、引き続きエ

コドライブを徹底する必要があります。 

 

・ＬＰＧ 

暖房、給湯用燃料として使用されています。 

平成２８年度のＬＰＧの使用による温室効果ガス排出量は平成２２年度に比べ 

３４．３１％の減少となっていますが、新給食センターでのＬＰＧの使用から都市ガスの使
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用に変更したことが要因となっています。 

 

・Ａ重油 

定置ディーゼル機関として自家発電に使用されております。 

平成２８年度のＡ重油の使用による温室効果ガス排出量は平成２２年度と比較して 

１，０４８．３３％の増加となっていますが、奈良輪雨水ポンプ場が新規に稼働開始したこ

とが要因となっています。 
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４ 部門別温室効果ガスの排出量 

温室効果ガスの排出量を部門別に見ると次のとおりです。 

行政組織の改正に伴い所管施設等の異動が有りましたが、基準年度と整合性を図るため旧所管

にて計上しています。 

部門別温室効果ガス排出量                           （単位：kg-CO2） 

部     門 
平成２２年度 

（基準年度） 
平成２８年度 

基準年度に対する

増減 
増減率（％） 

(1)企画財政部 ※ 6,095.6 6,815.7 720.1 11.81 

(2)総務部 641,036.5 546,765.4 -94,271.1 -14.71 

(3)市民健康部 851,273.1 771,345.5 -79,927.6 -9.39 

(4)福祉部 274,897.8 252,519.3 -22,378.5 -8.14 

(5)環境経済部 725,808.4 663,913.8 -61,894.6 -8.53 

(6)都市建設部 1,695,757.9 1,771,360.7 75,602.8 4.46 

(7)教育委員会 3,276,071.7 3,064,991.6 -211,080.1 -6.44 

(8)水道局 1,265,229.5 1,069,793.7 -195,435.8 -15.45 

(9)消防機関 356,306.5 270,912.8 -85,393.7 -23.97 

(10)その他  5,142.4 2,889.7 -2,252.7 -43.81 

合計 9,097,619.4 8,421,308.2 -676,311.2 -7.43 

（※＝排出施設が公用車のみの部門） 

一般車両は管理部署を越えて使用されることにより、部門ごとの取組みと結果が必ずしも一致

しないことから、車両の運行に関わるもの全体で比較すると、１０．３６％減少しています。 

公用車の運行による温室効果ガス排出量                   （単位：kg-CO2） 

部     門 
平成２２年度 

（基準年度） 
平成２８年度 

基準年度に対する 

増減 
増減率(%) 

全部門合計 378,559.0 339,344.1 -39,214.9 -10.36 

 

（１） 企画財政部        

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用（L） 2,480.8 5,755.4 2,791.3 6,475.8 310.5 720.4 12.52 

自動車走行（ｋｍ） 37,293.0 340.2 39,105.0 339.9 1,812.0 -0.3 -0.09 

温室効果ガス排出量合計   6,095.6  6,815.7  720.1 11.81 

排出施設が公用車のみの部門です。車両が１台減りましたが走行距離、燃料使用量が増えてい

ます。今後も引き続きエコドライブの徹底により排出量の削減を図ることが必要です。 
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（２） 総務部        

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 4,441.2 10,303.5 6,278.6 14,566.4 1,837.4 4,262.9 41.37 

灯油の使用 （Ｌ） 0 0 200.0 498.0 200.0 498.0 - 

軽油の使用 （Ｌ） 13,034.9 33,630.1 13,784.2 35,563.2 749.3 1,933.1 5.75 

LPG の使用 （ｋｇ） 292.5 877.5 354.4 1,063.2 61.9 185.7 21.16 

都市ガスの使用 （ｍ3） 31,245.0 69,676.4 30,426.0 67,850.0 -819.0 -1,826.4 -2.62 

電気の使用 （ｋｗｈ） 1,369,200.0 525,772.8 1,110,594.0 426,468.1 -258,606.0 -99,304.7 -18.89 

自動車走行 （ｋｍ） 108,263.0 776.2 101,426.0 756.5 -6,837.0 -19.7 -2.54 

温室効果ガス排出量合計   641,036.5   546,765.4   -94,271.1 -14.71 

 市庁舎の一部照明をＬＥＤ化したほか、徹底した節電の結果、電気の使用による温室効果ガス

排出量は１８．８９％減少し、部門全体では１４．７１％減少しています。今後も、引き続き施

設の適正管理に努め、排出量の削減を図ることが必要です。 

 

（３） 市民健康部        

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 20,422.8 47,380.8 5,330.5 12,366.8 -15,092.3 -35,014.0 -73.90 

都市ガスの使用 （ｍ3） 6,116.0 13,638.7 4,304.0 9,597.9 -1,812.0 -4,040.8 -29.63 

電気の使用 （ｋｗｈ） 2,054,453.3 788,910.1 1,950,273.4 748,905.0 -104,179.9 -40,005.1 -5.07 

自動車走行 （ｋｍ） 131,777.0 1,343.5 45,431.0 475.8 -86,346.0 -867.7 -64.59 

温室効果ガス排出量合計   851,273.1   771,345.5   -79,927.6 -9.39 

防犯灯のＬＥＤ化、健康づくり支援センターにおける徹底した節電の結果、電気の使用による

温室効果ガス排出量は５．０７％減少し、部門全体では９．３９％減少しています。今後も、引

き続き施設の適正管理に努め、排出量の削減を図ることが必要です。 
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（４） 福祉部        

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 6,658.6 15,447.9 7,583.8 17,594.4 925.2 2,146.5 13.90 

灯油の使用 （Ｌ） 12,193.2 30,361.1 9,563.5 23,813.1 -2,629.7 -6,548.0 -21.57 

軽油の使用 （Ｌ） 11,412.4 29,443.9 11,939.5 30,803.9 527.2 1,360.0 4.62 

LPG の使用 （ｋｇ） 8,302.2 24,906.6 7,464.1 22,392.3 -838.1 -2,514.3 -10.09 

都市ガスの使用 （ｍ3） 1,135.0 2,531.1 2,072.2 4,621.0 937.2 2,089.9 82.57 

電気の使用 （ｋｗｈ） 445,687.0 171,143.8 395,946.0 152,043.3 -49,741.0 -19,100.5 -11.16 

自動車走行 （ｋｍ） 149,081.0 1,063.4 173,795.0 1,251.2 24,714.0 187.8 17.66 

温室効果ガス排出量合計   274,897.8   252,519.2   -22,378.6 -8.14 

保育所施設での空調機器の温度管理の徹底により、電気の使用による温室効果ガス排出量は 

１１．１６％減少し、部門全体では８．１４％減少しています。今後も、引き続き施設の適正管

理に努め、排出量の削減を図ることが必要です。 

 

（５） 環境経済部        

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 8,902.4 20,653.6 10,448.3 24,240.1 1,545.9 3,586.5 17.37 

灯油の使用 （Ｌ） 40.0 99.6 0.0 0.0 -40.0 -99.6 -100.00 

軽油の使用 （Ｌ） 108.0 278.6 412.0 1,063.0 304.0 784.4 281.55 

LPG の使用 （ｋｇ） 2,026.1 6,078.3 475.9 1,427.7 -1,550.2 -4,650.6 -76.51 

都市ガスの使用 （ｍ3） 150.0 334.5 103.0 229.7 -47.0 -104.8 -31.33 

電気の使用 （ｋｗｈ） 1,790,668.1 687,616.7 1,611,394.0 618,775.3 -179,274.1 -68,841.4 -10.01 

自動車走行 （ｋｍ） 97,520.0 929.2 119,288.0 1,037.0 21,768.0 107.8 11.60 

下水処理量 （ｍ3） 144,211.3 9,817.9 251,776.0 17,140.9 107,564.7 7,323.0 74.59 

温室効果ガス排出量合計  725,808.4  663,913.7  -618,94.7 -8.53 

節電の励行により、電気の使用による温室効果ガス排出量は１０．０１％減少し、部門全体で

は８．５３％減少しています。今後も、引き続き施設の適正管理に努め、排出量の削減を図るこ

とが必要です。 
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（６） 都市建設部        

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 9,937.0 23,053.9 9,343.0 21,675.8 -594.0 -1,378.1 -5.98 

灯油の使用 （Ｌ） 40.0 99.6 85.0 211.7 45.0 112.1 112.55 

軽油の使用 （Ｌ） 2,081.7 5,370.8 2,265.3 5,844.5 183.6 473.7 8.82 

Ａ重油の使用 （Ｌ） 0.0 0.0 6,890.0 18,671.9 6,890.0 18,671.9 - 

LPG の使用 （ｋｇ） 96.0 288.0 41.2 123.6 -54.8 -164.4 -57.08 

電気の使用 （ｋｗｈ） 3,489,833.0 1,340,095.9 3,610,729.6 1,386,520.2 120,896.6 46,424.3 3.46 

自動車走行 （ｋｍ） 110,428.0 1,084.2 104,427.0 1,028.8 -6,001.0 -55.4 -5.11 

下水処理量 （ｍ3） 4,785,040.0 325,765.5 4,952,166.0 337,143.5 167,126.0 11,378.0 3.49 

ディーゼル機関（定置式）で

のＡ重油使用 （Ｌ） 0.0 0.0 6,890.0 141.0 6,890.0 141.0 - 

温室効果ガス排出量合計   1,695,757.9   1,771,361.0   75,603.1 4.46 

部門内の電気使用量の約８割を占める下水道終末処理場において、改修時の機械の効率化や効

率的な運転管理を実施するなど、各施設で積極的な節電が実施されておりますが、奈良輪雨水ポ

ンプ場の稼働や、長浦、袖ケ浦両駅の南北自由通路開通により、電気の使用による温室効果ガス

排出量は３．４６％増加しています。また、下水処理に伴う温室効果ガスの排出が３．４９％増

加しており、部門全体では４．４６％の増加となっています。 

部門別の排出量は第２位と多いことから、今後も、施設管理上支障の無い範囲で、引き続き節

電等により排出量の削減を図ることが必要です。 

 

（７） 教育委員会        

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 8,987.3 20,850.7 8,897.0 20,641.0 -90.3 -209.7 -1.01 

灯油の使用 （Ｌ） 291,996.2 727,070.5 224,610.6 559,280.4 -67,385.6 -167,790.1 -23.08 

軽油の使用 （Ｌ） 18,767.3 48,419.6 17,916.9 46,225.6 -850.4 -2,194.0 -4.53 

LPG の使用 （ｋｇ） 15,360.7 46,082.1 6,293.3 18,879.9 -9,067.4 -27,202.2 -59.03 

都市ガスの使用 （ｍ3） 171,443.0 382,318.1 298,479.0 665,608.2 127,036.0 283,290.1 74.10 

電気の使用 （ｋｗｈ） 5,337,133.0 2,049,459.3 4,564,745.0 1,752,862.1 -772,388.0 -296,597.2 -14.47 

自動車走行 （ｋｍ） 193,598.0 1,871.4 186,959.0 1,494.4 -6,639.0 -377.0 -20.15 

温室効果ガス排出量合計   3,276,071.7   3,064,991.6   -211,080.1 -6.44 

公民館や小中学校など、市民サービスに直結する施設を多く管理しており、各施設での節電、

空調機器の温度管理により、電気の使用量は削減され、部門全体では６．４４％減少しています。 

なお、灯油、ＬＰＧがそれぞれ２３．０８％、５９．０３％減少し、都市ガスが７４．１０％

増加していますが、学校給食センター更新による使用燃料の変更が主な要因です。 

部門別の排出量は第１位と最も多いことから、今後も、市民サービス上支障の無い範囲で施設

の適正管理に努め、引き続き排出量の削減を図ることが必要です。 



 

- 10 - 

（８） 水道局        

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 2,970.0 6,890.5 2,265.1 5,255.0 -704.9 -1,635.5 -23.74 

軽油の使用 （Ｌ） 2,404.0 6,202.6 1,529.6 3,946.4 -874.4 -2,256.2 -36.38 

Ａ重油の使用 （Ｌ） 600.0 1,626.0 0.0 0.0 -600.0 -1,626.0 -100.00 

電気の使用 （ｋｗｈ） 3,255,495.2 1,250,110.1 2,761,189.0 1,060,296.6 -494,306.2 -189,813.5 -15.18 

自動車走行 （ｋｍ） 40,517.0 368.9 32,011.0 287.3 -8,506.0 -81.6 -22.12 

ディーゼル機関（定置式）で

の軽油使用 （Ｌ） 962.4 19.1 439.0 8.7 -523.4 -10.4 -54.45 

ディーゼル機関（定置式）で

のＡ重油使用 （Ｌ） 600.0 12.3 0.0 0.0 -600.0 -12.3 -100.00 

温室効果ガス排出量合計   1,265,229.5   1,069,794.0   -195,435.5 -15.45 

 全ての排出項目で排出量が削減され、部門全体では１５．４５％減少しています。 

部門別の排出量は第３位と多いことから、今後も、施設管理上支障の無い範囲で、引き続き排

出量の削減を図ることが必要です。 

 

（９） 消防機関        

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用 （Ｌ） 19,860.7 46,076.9 21,988.0 51,012.2 2,127.3 4,935.3 10.71 

灯油の使用 （Ｌ） 13,000.0 32,370.0 0.0 0.0 -13,000.0 -32,370.0 -100.00 

軽油の使用 （Ｌ） 19,114.4 49,315.2 15,824.3 40,826.7 -3,290.1 -8,488.5 -17.21 

LPG の使用 （ｋｇ） 7,327.2 21,981.6 7,314.2 21,942.6 -13.0 -39.0 -0.18 

都市ガスの使用 （ｍ3） 7,165.0 15,978.0 5,803.0 12,940.7 -1,362.0 -3,037.3 -19.01 

電気の使用 （ｋｗｈ） 491,665.0 188,799.4 370,848.0 142,405.6 -120,817.0 -46,393.8 -24.57 

自動車走行 （ｋｍ） 145,571.0 1,785.4 142,298.0 1,785.1 -3,273.0 -0.3 -0.02 

温室効果ガス排出量合計   356,306.5   270,912.9   -85,393.6 -23.97 

ほとんどの排出項目で排出量が削減されており、部門全体では２３．９７％減少しています。

省エネの徹底により排出量削減に取組んでいる様子が見えます。
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（10） その他（議会事務局、農業委員会事務局ほか）    

項     目 
基準年度 平成２８年度 基準年度に対する増減 

使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 使用量 (kg-CO2) 増減率(%) 

ガソリンの使用（L） 2,134.4 4,951.8 1,118.8 2,595.6 -1,015.6 -2,356.2 -47.58 

灯油の使用 （Ｌ） 0.0 0.0 60.0 149.4 60.0 149.4 - 

自動車走行（ｋｍ） 18,585.0 190.6 14,011.0 144.7 -4,574.0 -45.9 -24.08 

温室効果ガス排出量合計   5,142.4   2,889.7   -2,252.7 -43.81 

 通常は排出施設が公用車のみの部門ですが、平成２８年度は選挙の開票所にて灯油を使用しま

した。 

公用車の運行については、走行距離の減少と共に燃料使用量も減っています。 

消費燃費はドライバーの運転の仕方にも大きく影響を受けることから、今後も引き続きエコドラ

イブの徹底により削減を図ることが必要です。 

 

５ おわりに 

   今年度は、第三次地球温暖化対策実行計画の最終年度であり、目標とする基準年度である

平成２２年度比マイナス６％に対し、マイナス７．４３％であったことから、目標を達成す

ることができました。 

   しかしながら、温室効果ガスの削減率は、平成２６年度のマイナス１１．５０％をピーク

に減少しており、次期計画期間においても引き続き削減を目指すためには、より一層エネル

ギーの使用を削減する必要があります。 

   特に、全体的に電気使用量が増加の傾向を示していることから、今後は、各部署において、

より一層の節電への取り組みを実施するとともに、各施設における照明や老朽化した機器の

更新などを実施することにより削減を図ることが必要です。 
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＜対象施設一覧＞                                          平成２９年３月 

部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等 

企画財政部 企画課 企画課 福祉部 子育て支援課 子育て支援課 

財政課 財政課 平岡放課後児童クラブ 

課税課 課税課 長浦第一放課後児童クラブ ※ 

納税課 納税課 長浦第二放課後児童クラブ ※ 

秘書広報課 秘書広報課 代宿児童館 

総務部 総務課 総務課 環境経済部 

 

環境管理課 環境管理課 

危機管理課 防災行政無線 袖ケ浦市営墓地公園 

備蓄倉庫 東横田駅構内トイレ 

行政管理課 行政管理課 市内各大気測定局 

管財契約課 管財契約課 廃棄物対策課 廃棄物対策課 

庁舎 ごみ処理施設 

市民健康部 保健年金課 保健年金課 し尿処理施設 

市民活動支援課 市民活動支援課 商工観光課 

農林振興課 

（経済振興課）◎ 

商工観光課 

防犯灯 農業センター 

市民課 市民課 ゆりの里 

平川行政センター 平川行政センター 食品振興センター 

長浦行政センター 長浦行政センター 農林振興課 

（農林土木課）◎ 

農林振興課 

健康推進課 健康推進課 広域農道街路灯 

保健センター ひらおかの里農村公園 

健康づくり支援センター 藤井・野里堰農村公園 

福祉部 地域福祉課 地域福祉課 光福堰 

社会福祉センター 下水対策課 

（農林土木課）◎ 

袖ケ浦東部浄化センター 

障がい者支援課 

（ 障 害 者支 援

課）◎ 

障がい者支援課 マンホールポンプ 

福祉作業所第１うぐいす園 都市建設部 都市整備課 都市整備課 

福祉作業所第２うぐいす園 袖ケ浦公園管理事務所 

高齢者支援課 高齢者支援課 百目木公園管理事務所 

老人福祉会館 新堰公園管理事務所 

保育課 

（子育て支援課） 

◎ 

保育課 街区公園合計 

平川保育所 長浦駅臨海駐車場 

吉野田保育所 長浦駅北口駐車場 

福王台保育所 袖ケ浦第１駐車場 

根形保育所 袖ケ浦第２駐車場 

久保田保育所 袖ケ浦バスターミナル 

 



 

- 13 - 

 

部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等名 

都市建設部 都市整備課 長浦駅南口駐輪場 教育部 学校教育課 学校教育課 

長浦駅北口駐輪場 総合教育センター 

袖ケ浦北口駐輪場 ※ 学校給食センター 

袖ケ浦第１駐輪場 バス（中川幼稚園） 

袖ケ浦第２駐輪場 バス（今井幼稚園） 

横田駐輪場 生涯学習課 生涯学習課 

バスターミナル駐輪場 ※ 埋蔵文化財整理棟 

下水対策課 

（下水道課）◎ 

下水対策課 市民会館 

袖ケ浦終末処理場 平川公民館 

マンホールポンプ 富岡分館 

奈良輪雨水ポンプ場 ※ 長浦公民館 

土木管理課 

 

 

土木管理課 根形公民館 

補修員詰所 平岡公民館 

道路照明灯 郷土博物館 

水門 中央図書館 

蔵波調整池便所 長浦おかのうえ図書館 

長浦駅南北自由通路 ※ 体育振興課 体育振興課 

袖ケ浦駅南北自由通路※ 総合運動場市営球場 

土木建設課 土木建設課 総合運動場陸上競技場 

建築住宅課 建築住宅課 総合運動場テニスコート 

市営住宅防犯灯 臨海スポーツセンター 

教育部 教育総務課 教育総務課 のぞみ野サッカー場 

長浦中学校 今井球場 

昭和中学校 水道局 水道局 水道局 

蔵波中学校 防犯灯 

根形中学校 川原井浄水場 

平川中学校 永吉浄水場 

長浦小学校 蔵波浄水場 

昭和小学校 代宿浄水場 

蔵波小学校 勝下浄水場 

奈良輪小学校 吉野田配水場 

根形小学校 角山配水場 

中川小学校 大竹加圧場 

平岡小学校 林加圧場 

幽谷分校 上泉加圧場 

中川幼稚園 のぞみ野増圧ポンプ場 

今井幼稚園 蔵波増圧ポンプ場 ※ 
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   ◎・・・組織改正により名称に変更があった課（施設の所属は新組織にて掲載） 

   ※・・・現行計画策定以降に稼働した施設 

 

部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等名 

水道局 

 

水道局 蔵波２号井 消防機関 中央消防署 中央消防署 

勝下２号井 平川消防署 平川消防署 

勝下３号井 長浦消防署 長浦消防署 

勝下４号井 予防課 予防課 

永吉１号井 総務課 総務課 

永吉２号井 分団詰所 

永吉３号井 会計室及び 

各事務局 

会計室 会計室 

永吉４号井 議会事務局 議会事務局 

永吉５号井 農業委員会事務局 農業委員会事務局 

永吉６号井 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 

 監査委員事務局 監査委員事務局 
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第１章 計画策定の背景 

【国際的には】 

地球温暖化防止対策として国際的には、１９９２年に「気候変動に関する国際連合枠組条約」が

採択され、地球温暖化対策に全世界で取り組んでいくことに合意しました。同条約に基づき、１９９

５年から毎年、気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ）が開催されています。 

１９９７年に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）では「京都議定書」

が採択され、日本は温室効果ガスの総排出量を２００８年（平成２０年）から２０１２年（平成２４年）ま

での第１約束期間に、１９９０年（平成２年）と比較して６％削減する目標が定められました。 

２０１１年に南アフリカで開催されたＣＯＰ１７では２０１３年以降も京都議定書を継続し、２０２０年に

は米国や中国を含む全ての国が参加する新たな法的枠組みを始めることが定められました。 

２０１５年にフランスで開催されたＣＯＰ２１では２０２０年（平成３２年）以降の温室効果ガス削減の

ための新たな国際枠組み「パリ協定」が採択されました。 

【日本国内では】 

日本では「地球温暖化対策の推進に関する法律」が１９９９年（平成１１年）４月に施行され、国、

地方公共団体、事業者、及び国民のそれぞれの責務が明らかにされるとともに、国や地方公共団

体の実行計画の策定義務等が定められました。 

また、２００８年度（平成２０年度）に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（以下「省エネ

法」という。）が改正され、２０１０年度（平成２２年度）からエネルギーの年間使用量が原油換算で１，

５００ｋｌ以上の事業者は特定事業者に指定され、中長期的（３～５年間）にみて年平均１％以上低

減させることを目標として、実現に努めることとなりました。 

ＣＯＰ２１で新たにパリ協定が採択されたことを受けて２０３０年度（平成４２年度）の温室効果ガス

を２０１３年度（平成２５年度）比２６％削減するとの目標を掲げた「地球温暖化対策計画」が２０１６年

（平成２８年）５月１３日に閣議決定されました。 

【袖ケ浦市では】 

袖ケ浦市では、「袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画」を２００１年（平成１３年）３月に策定しまし

た。この計画では、温室効果ガス総排出量を、基準年度（平成１１年１０月～平成１２年９月）と比較

して、平成１３年度～平成１８年度の間に、４．００％の削減を達成しました。 

平成１９年度からは、平成１８年度を基準年度として、平成２３年度までの５年間で温室効果ガス

総排出量を基準年度と比較して９．０３％削減を達成しました。 

平成２４年度からは、平成２２年度を基準年度として、平成２７年度の実績で温室効果ガス総排出

量を基準年度と比較して８．４５％削減を達成しています。 

平成２９年度から、新たな目標を設定し、引き続き温室効果ガス総排出量の削減に取り組んでい

きます。 
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第２章 旧計画の取組状況 

●第一次計画 ＜計画期間：平成１３年度～平成１８年度＞ 

【基準年度】 

平成１１年１０月～平成１２年９月の１年間 

【対象となる事務事業】 

本市全ての事務事業で、委託により管理されているものを除く。 

※ クリーンセンターのごみ処理施設は、第１次計画期間中に、ごみ焼却を順次、㈱かずさク

リーンシステムに委託処理することになっており、温室効果ガス排出量が削減されることが

明確であったことから対象外とした。また、平成１６年１１月から新規に稼動した健康づくり支

援センターは対象外とした。 

【対象となる温室効果ガス】 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項で対象となるものは以下の６種とする。 

二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 

ただし、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）は微量である上に把握が極めて

困難なため対象から除外する。 

【削減目標】 

基準年度と比較して、平成１８年度までに温室効果ガス総排出量を３．３％削減する。 

【取組結果、評価及び課題】 

冷暖房等の使用量の変動のため、年度ごとに若干の排出量の違いはあるが、温室効果ガス

総排出量は、平成１４年度以降で、１５年度以外は、ほぼ同程度となった。 

目標を達成できた理由には、平成１４年度からし尿処理施設が大幅に業務を縮小したことによ

る電気使用量の減少が影響したと考えられる。また、平成１５年度は基準年度と比較すると８．２

０％の削減がなされたが、これは勝下浄水場の操業停止期間と平川公民館の休館期間があっ

たため、電気や各種燃料の使用量が他の年度よりも少なかったためと考えられる。 

このように、温室効果ガスの排出量は対象施設の業務・稼動量等の変動が大きな要因となる。 

平成１３年度から平成１８年度までの各年度の温室効果ガス総排出量については次表のとおりと

なった。 

＜年度別温室効果ガス総排出量（単位：kg-CO2）＞ 

区分
平成11年10月
～平成12年9月
（基準年度）

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
平成18年度
（目標値）

温室効果ガス
総排出量

6,225,152.6 6,219,306.9 6,003,373.1 5,714,457.5 5,991,098.6 6,026,415.6 5,976,316.2 6,019,722.6

基準年度に対する
増減率（％） -0.09% -3.56% -8.20% -3.76% -3.19% -4.00% -3.30%
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●第二次計画 ＜計画期間：平成１９年度～平成２３年度＞ 

【基準年度】 

平成１８年度 

【対象となる事務事業】 

本市全ての事務事業で、委託により管理されているものを除く。 

※ クリーンセンターのごみ処理施設は、第１次計画期間中に、ごみ焼却を順次、㈱かずさク

リーンシステムに委託処理することになっており、温室効果ガス排出量が削減されることが

明確であったことから対象外としたが、中継施設として稼動が安定したことから対象施設と

した。また、平成１６年１１月から新規に稼動した健康づくり支援センターも対象施設に加え

た。 

【対象となる温室効果ガス】 

  第一次計画と同じ 

【削減目標】 

基準年度と比較して、平成２３年度までに温室効果ガス総排出量を２．１％削減する。 

【取組結果、評価及び課題】 

平成２３年度までに温室効果ガス総排出量を基準年度と比較して９．０３％削減することができ、

削減目標を達成することができた。これは平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に伴う、

福島第一原子力発電所の事故により、電力の供給不足から、計画停電を始め、全庁的な節電

に取り組んだことが目標を達成する要因となった。 

このことから、電気使用量を減少させることが、温室効果ガス総排出量を削減する有効な手段

であることがわかる。ただし、平成２４年度以降については平成２３年と同規模の節電対策を実施

することは、市民サービスの面からも難しい点がある。 

平成１９年度から平成２３年度までの各年度の温室効果ガス総排出量については次表のとおりと

なった。 

 

＜年度別温室効果ガス総排出量（単位：kg-CO2）＞ 

 

区分
平成18年度
（基準年度）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成23年度
（目標値）

温室効果ガス
総排出量

10,661,914.2 10,796,798.0 10,603,965.2 10,491,492.6 10,654,397.9 9,699,019.1 10,438,014.0

基準年度に対する
増減率（％） 1.27% -0.54% -1.60% -0.07% -9.03% -2.10%
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●第三次計画（前計画） ＜計画期間：平成２４年度～平成２８年度＞ 

【基準年度】 

平成２２年度 

【対象となる事務事業】 

本市全ての事務事業で、委託により管理されているものを除く。 

【対象となる温室効果ガス】 

  第一次計画と同じ 

【削減目標】 

基準年度と比較して、平成２８年度までに温室効果ガス総排出量を６％削減する。 

【取組結果、評価及び課題】 

平成２７年度までに温室効果ガス総排出量を基準年度と比較して８．４５％削減することができ、

削減目標を達成する見込みである。これは、全庁的な節電の取組や、設備改修時等の省エネ

型機器への更新が目標を達成する要因となった。 

電気の使用による温室効果ガスの排出量は排出量全体の７３．７１％であり電気使用量を減

少させることが、温室効果ガス総排出量を削減する有効な手段であることから、引き続き全庁的

な節電の取組や、設備の省エネ型機器への更新が必要と考える。 

平成２４年度から平成２７年度までの各年度の温室効果ガス総排出量については次表のとおりと

なった。 

 

＜年度別温室効果ガス総排出量（単位：kg-CO2）＞ 

区分
平成22年度
（基準年度）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成28年度
（目標値）

温室効果ガス
総排出量

9,097,619.4 8,425,927.2 8,202,584.4 8,051,736.8 8,328,701.6 ― 8,551,762.2

基準年度に対する
増減率（％） -7.38% -9.84% -11.50% -8.45％ ― -6.00%
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第３章 新たな計画の基本事項（第四次計画） 

１ 計画の位置づけ 

・地球温暖化対策の推進に関する法律 第２１条 

地方公共団体における地球温暖化対策実行計画の策定義務があります。 

・袖ケ浦市環境基本計画 

 第２章 ７ エネルギーと地球温暖化 ７－２ において地球温暖化を意識したエネルギー利

用を進めるとあり、市の事業活動が及ぼす地球温暖化への影響を把握し、率先して温室効

果ガス排出量の低減に努めることが記載されています。 

 

２ 計画の目的 

市役所はその職員数や事業規模などからみて、規模の大きい経済主体と考えられるため、自

らの事業活動に伴って排出される温室効果ガス総排出量を算定・把握し、温室効果ガスの排出

抑制をすることを目的とし、また、市民・事業者の行う地球温暖化防止に向けての自主的な取り

組みを促進することを目的とします。 

 

３ 計画対象期間  平成２９年度～平成３３年度 

 

４ 計画基準年度  平成２７年度 

 

５ 対象となる事務及び事業 

   本市における全ての事務及び事業を対象とします。また、指定管理者制度により管理する施

設についても含みます。 

   ただし、外部への委託等により実施する事務及び事業は対象外とします。 

 

６ 対象となる組織、施設等 

   出先機関を含めた、本市が管轄する全ての組織及び施設等、指定管理者制度による管理施

設を対象とします。 

   また、基準年度以降に新設される施設等も対象とします。 

   「対象施設一覧」を参照
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＜対象施設一覧＞                                       

部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等 

企画財政部 企画課 企画課 福祉部 

 

保育課 久保田保育所 

財政課 財政課 そでがうらこども館 

課税課 課税課 子育て支援課 子育て支援課 

納税課 納税課 平岡放課後児童クラブ 

秘書広報課 秘書広報課 長浦第一放課後児童クラブ 

総務部 総務課 総務課 長浦第二放課後児童クラブ 

危機管理課 危機管理課 代宿児童館 

防災行政無線 環境経済部 

 

環境管理課 環境管理課 

備蓄倉庫 袖ケ浦市営墓地公園 

行政管理課 行政管理課 東横田駅構内トイレ 

管財契約課 管財契約課 市内各大気測定局 

庁舎 廃棄物対策課 

 

廃棄物対策課 

市民健康部 保険年金課 保険年金課 ごみ処理施設 

市民活動支援課 市民活動支援課 し尿処理施設 

防犯灯 農林振興課 農林振興課 

市民課 市民課 農業センター 

平川行政センター 平川行政センター ゆりの里 

長浦行政センター 長浦行政センター 広域農道街路灯 

健康推進課 健康推進課 ひらおかの里農村公園 

保健センター 藤井野里堰農村公園 

健康づくり支援センター 光福堰 

福祉部 地域福祉課 地域福祉課 商工観光課 商工観光課 

社会福祉センター 都市建設部 都市整備課 都市整備課 

障がい者支援課 障がい者支援課 袖ケ浦公園管理事務所 

福祉作業所第１うぐいす園 百目木公園管理事務所 

福祉作業所第２うぐいす園 新堰公園管理事務所 

高齢者支援課 高齢者支援課 街区公園合計 

老人福祉会館 長浦駅臨海駐車場 

保育課 保育課 長浦駅北口駐車場 

平川保育所 袖ケ浦駅前第１駐車場 

吉野田保育所 袖ケ浦駅前第２駐車場 

福王台保育所 袖ケ浦バスターミナル 

根形保育所 長浦駅南口駐輪場 
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部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等名 

都市建設部 都市整備課 

 

長浦駅北口駐輪場 教育部 

 

教育総務課 今井幼稚園 

袖ケ浦駅南口第一駐輪場 学校教育課 学校教育課 

袖ケ浦駅南口第二駐輪場 総合教育センター 

袖ケ浦駅北口駐輪場 学校給食センター 

横田駅前駐輪場 バス（中川幼稚園） 

下水対策課 

 

下水対策課 バス（今井幼稚園） 

袖ケ浦終末処理場 生涯学習課 生涯学習課 

マンホールポンプ（下水） 埋蔵文化財整理棟 

マンホールポンプ（集排） 市民会館 

袖ケ浦東部浄化センター 平川公民館 

奈良輪雨水ポンプ場 富岡分館 

土木管理課 

 

土木管理課 長浦公民館 

補修員詰所 根形公民館 

道路照明灯 平岡公民館 

水門 郷土博物館 

蔵波調整池便所 中央図書館 

土木建設課 土木建設課 長浦おかのうえ図書館 

建築住宅課 建築住宅課 体育振興課 体育振興課 

市営住宅防犯灯 総合運動場市営球場 

教育部 教育総務課 教育総務課 総合運動場陸上競技場 

長浦中学校 総合運動場テニスコート 

昭和中学校 臨海スポーツセンター 

蔵波中学校 のぞみ野サッカー場 

根形中学校 今井球場 

平川中学校 水道局 水道局 水道局 

長浦小学校 防犯灯 

昭和小学校 永吉浄水場 

蔵波小学校 代宿浄水場 

奈良輪小学校 勝下浄水場 

根形小学校 吉野田配水場 

中川小学校 角山配水場 

平岡小学校 大竹加圧場 

幽谷分校 林加圧場 

中川幼稚園 上泉加圧場 
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部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等名 

水道局 水道局 蔵波増圧ポンプ 消防機関 中央消防署 中央消防署 

のぞみ野増圧ポンプ 長浦消防署 長浦消防署 

勝下２号井 平川消防署 平川消防署 

勝下３号井 予防課 予防課 

勝下４号井 総務課 総務課 

永吉１号井 分団詰所 

永吉２号井 会計室及び 

各事務局 

会計室 会計室 

永吉３号井 議会事務局 議会事務局 

永吉４号井 農業委員会事務局 農業委員会事務局 

永吉５号井 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 

永吉６号井 監査委員事務局 監査委員事務局 

 

７ 対象となる温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項で対象としている７種のうちパーフルオロ

カーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）については、本市の事務及び事

業において対象となる活動がないことからこの３種を除き、二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）４種を対象とします。 

 

８ 温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数 

前計画では年次報告での整合性を図るために、基準年度の排出係数を一貫して用いまし

た。 

本計画でも温室効果ガス排出量の算定にあたっては、地球温暖化対策の推進に関する法律

施行令等により定められた基準年度の排出係数を一貫して用い、年次報告での整合性を図りま

す。 

 

＜排出係数一覧＞ 

活動項目 排出 

ガス 

報告 

単位 

第三次計画（Ｈ24～Ｈ28） 

排出係数 

（Ｈ２２年度の係数） 

第四次計画（Ｈ29～Ｈ33） 

排出係数 

（Ｈ27 年度の係数） 

ガソリン ＣＯ2 ℓ ２．３２ ２．３２ 

灯油 ＣＯ2 ℓ ２．４９ ２．４９ 

軽油 ＣＯ2 ℓ ２．５８ ２．５８ 

Ａ重油 ＣＯ2 ℓ ２．７１ ２．７１ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ＣＯ2 ㎏ ３．００ ３．００ 
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都市ガス ＣＯ2 ㎥ ２．２３ ２．２３ 

電気使用量 ＣＯ2 kWh ０．３８４ ０．５０５ 

普通・小型自動車走行量 

（ガソリン・ＬＰＧ等） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００１０ ０．００００１０ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２９ ０．００００２９ 

軽自動車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００１０ ０．００００１０ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ ０．００００２２ 

普通貨物車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００３５ ０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３９ ０．００００３９ 

小型貨物車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００１５ ０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２６ ０．００００２６ 

軽貨物車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００１１ ０．００００１１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ ０．００００２２ 

特殊用途車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００３５ ０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３５ ０．００００３５ 

普通・小型自動車走行量（軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００２０ ０．０００００２０ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００７０ ０．０００００７０ 

普通貨物車走行量（軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１５ ０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００１４ ０．００００１４ 

小型貨物車走行量（軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００７６ ０．０００００７６ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００９０ ０．０００００９０ 

特殊用途車走行量（軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１３ ０．００００１３ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２５ ０．００００２５ 

封入カーエアコンの使用（年間） ＨＦＣ 台 ０．０１００００ ０．０１００００ 

一般廃棄物焼却量 

（全量・連続） 

ＣＨ4 
ｔ 

０．０７７０００ ０．０７７０００ 

Ｎ2Ｏ ０．０５３４００ ０．０５３９００ 

下水処理量 
ＣＨ4 

㎥ 
０．０００８８０ ０．０００８８０ 

Ｎ2Ｏ ０．０００１６０ ０．０００１６０ 

ディーゼル機関（定置式）における 

軽油使用量 
Ｎ2Ｏ ℓ ０．００００６４ ０．００００６４ 

ディーゼル機関（定置式）における 

Ａ重油使用量 
Ｎ2Ｏ ℓ ０．００００６６ ０．００００６６ 

汚泥焼却量（し尿・公下・集排） 
ＣＨ4 

ｔ 
０．００９７００ ０．００９７００ 

Ｎ2Ｏ １．０９００００ １．０９００００ 
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９ 温室効果ガス総排出量の算定に用いる地球温暖化係数 

   地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第４条において、温室効果ガスの種類ごとに、

地球温暖化係数が決められている。 

地球温暖化係数についても、前項の排出係数と同様に基準年度の地球温暖化係数を一貫し

て用い、年次報告の整合性を図ります。 

＜地球温暖化係数一覧＞ 

 温室効果ガス 第三次計画（Ｈ24～Ｈ28） 

地球温暖化係数（Ｈ22 年度の係数） 

第四次計画 （Ｈ29～Ｈ33） 

地球温暖化係数（Ｈ27 年度の係数） 

二酸化炭素（ＣＯ２）    １    １ 

メタン（ＣＨ４）   ２１   ２５ 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）  ３１０  ２９８ 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） １３００ １４３０ 

 

１０ 温室効果ガス総排出量の算定方法 

温室効果ガス総排出量＝ 活動量 × 排出係数 × 地球温暖化係数 

温室効果ガスはその種類によって温室効果の度合いが異なるため、計算式により二酸化炭

素相当量に換算して排出量を算出します。 

 

例）ガソリンを燃料とする普通自動車が 10,000km を走行したときに発生する温室効果ガス総

排出量を計算してみます。 

      普通・小型自動車の走行によってメタン（CH₄）と一酸化二窒素（N₂O）が発生しますので、

走行距離に本計画で定めた排出係数を掛け合わせてそれぞれの温室効果ガス排出量を

計算します。 

 

メタンの排出係数は 0.000010 ㎏－CH₄/㎞、一酸化二窒素の排出係数は 0.000029 ㎏－N₂O/

㎞です。 

メタン排出量   ＝10,000 ㎞×0.000010 ㎏－CH₄/㎞＝0.10 ㎏－CH₄ 

一酸化二窒素排出量＝10,000 ㎞×0.000029 ㎏－N₂O/㎞＝0.29 ㎏－N₂O 

 

これらに地球温暖化係数を掛け合わせることで、温室効果ガス総排出量（二酸化炭素相当

量）を算出することができます。 

メタンの地球温暖化係数は２５、一酸化二窒素の地球温暖化係数は２９８です。 

温室効果ガス総排出量＝0.10 ㎏－CH₄×25＋0.29 ㎏－N₂O×298＝88.9 ㎏－CO₂ 
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第４章 計画期間における基準年度の温室効果ガス総排出量 

１ 基準年度の考え方 

   温室効果ガス排出量を適切に把握できる直近の年度である平成２７年度とします。 

平成２７年４月～平成２８年３月の１年間 

    

２ 基準年度温室効果ガス総排出量の考え方 

基準年度の温室効果ガス総排出量については、第３章第６項の対象となる施設における、平

成２７年度の温室効果ガス総排出量を基準年度の総排出量とします。 

 

３ 基準年度温室効果ガス総排出量 

平成２７年度分の温室効果ガス総排出量は、前計画（平成２４年度～平成２８年度）で一度、

計算していますが、前計画の基準年度（平成２２年度）の排出係数等を用いて計算しているため、

本計画では、本計画基準年度（平成２７年度）の排出係数等を用いて計算し直した値を基準年

度の温室効果ガス総排出量とします。 

 

平成２７年度の温室効果ガス総排出量は８，３２８，７０１．６ｋｇ‐CO2 です、ただし平成２７年度

で使用を停止する水道局の施設である蔵波浄水場、川原井浄水場、蔵波２号井を除いた平成 

２７年度温室効果ガス総排出量 

→  ８，２２７，２１５．２ ｋｇ‐CO2 

 

本計画の排出係数等（平成２７年度）を用いて計算した平成２７年度温室効果ガス総排出量 

→ １０，１４４，２５０．０ ｋｇ‐CO2     

 

本実行計画における基準年度の温室効果ガス総排出量＝１０，１４４，２５０．０ ｋｇ‐ＣＯ2 
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第５章 計画期間における温室効果ガス総排出量の削減目標 

１ 削減目標の考え方 

平成２７年度の電気使用による温室効果ガスの排出量は総排出量全体の７３．７１％であり、電

気使用量を減少させることが、温室効果ガス総排出量を削減する有効な手段であると考えられま

す。 

本市ではこれまで、ソフト面を主に昼休みの消灯、冷暖房の温度設定等の省エネ行動を実行

し、ハード面では老朽化した機器を省エネルギー機器へ更新、ＬＥＤ照明の導入などによって温

室効果ガス総排出量の削減に努めてきました。 

しかし、ソフト面での削減は市民サービスに影響を与えない範囲で行う必要があることから限度

があり、ハード面での削減については太陽光発電など再生可能エネルギーの導入、各施設にお

ける省エネルギー機器への改修計画等が不透明であることから、目標年次における温室効果ガ

スの削減効果を算出することは困難なため、本計画では「エネルギーの使用の合理化等に関す

る法律」の削減目標である年１％以上を基に、前計画の目標と同じく基準年度と比較し目標年

度で６％の削減を目標とします。 

 

 

２ 削減目標の設定 

平成２７年度温室効果ガス総排出量        １０，１４４，２５０．０ ｋｇ‐ＣＯ2・・・① 

平成２７年度温室効果ガス総排出量の６％       ６０８，６５５．０ ｋｇ‐ＣＯ2・・・② 

    

温室効果ガス総排出量削減目標値          ９，５３５，５９５．０ ｋｇ‐ＣＯ2・・・①－② 
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第６章 目標達成に向けた市の取り組み 

これらの取組項目は通常考えられる一般的なものであり、実際に各課等で対策に取り組む場

合は、それぞれの実情に合った取組可能なものを選択して実施します。 

 

１ 省エネルギー対策 

（１）照明、OA 機器（パソコン、プリンタ、コピー機、FAX 等） 

  ・昼休み、残業時間及び休日出勤時の照明等は、必要最小限とする。 

  ・昼休み、残業時間及び休日出勤時は、業務に支障のない範囲で、OA 機器の電源を切

る。 

  ・外出等で長時間席を外すときは、パソコンの電源を切る。 

  ・各課等における最終退庁者は、部屋の消灯をし、OA 機器の電源が切ってあるかを確認

する。 

     ・断続的に使用する会議室や、給湯室、トイレ、更衣室等では、必要に応じて使用するとき

だけ点灯し、使用後は消灯する。 

・十分な光量が得られるときは自然光を活用する。 

・電子メールで済ませられる要件であれば FAX の利用は控える。 

・回覧や貼紙等により、節電に対する啓発を行う。 

 

（２）冷暖房等 

  ・温度設定が可能な場合は、可能な限り冷房 28℃、暖房 20℃とする。 

  ・窓の開閉やブラインド等を活用し、室内温度の調整を図る。 

  ・エアコン等の冷暖房器具の掃除を定期的に実施する。 

  ・夏場はノーネクタイ等の軽装（クールビズ）、冬場は厚着（ウォームビズ）の実施をする。 

  ・毎週水曜日の定時退庁を徹底する。 

  ・エレベーターの使用については２アップ－３ダウンを心がけ、なるべく階段を利用する。 

  ・給湯は、季節や目的に合わせた適正な温度で利用する。 

 

（３）公用車 

  ・公用車を購入またはリースする場合は、積極的に低公害車（ハイブリッド車等）や低燃費

車の導入を検討する。 

  ・公用車は、使用実態を踏まえて必要最小限度の大きさの車を選択・購入する。 

  ・駐停車時のアイドリングストップを可能な限り徹底する。 

  ・急発進、急加速、空ぶかし等はしない。 

  ・公用車走行時は法定速度を遵守する。 

  ・公用車使用の際には、相乗り運転等、効率的利用を行う。 
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  ・タイヤ空気圧等の点検を定期的に行う。 

  ・余分な荷物は積まないようにする。 

  ・運転日誌の記入を徹底し、走行距離、燃費等の把握・管理を行う。 

  ・公共交通機関を積極的に活用する。 

  ・近距離移動時にはできるだけ徒歩、自転車等を活用する。 

 

２ 省資源・リサイクル対策 

（１）用紙・物品類 

・両面コピー、縮小コピーなどを積極的に活用する。 

・ミスコピー、使用済み用紙は、裏面を庁内文書や FAX 用紙等に再利用する。 

・使用済み封筒を再利用する。 

・シュレッダーの使用は秘密文書の廃棄のみとする。 

・各課等にリサイクル BOX を設置して分別回収に努める。 

・不要となった紙は、ホチキス、クリップ等をはずし、分別回収する。 

・庁内の連絡は、サイボウズ掲示板や電子メールを活用する。 

・印刷物を発注する場合には、古紙配合率が高い紙を指定する。 

・事務用品は、再生品や詰め替え可能なものを購入し、使い捨て製品の購入は可能な限

り控える。 

・作業着等の衣類は、PET 繊維などの再生材料から作られたものを購入する。 

・共用可能な物品・備品については、その情報交換及び利用に努める。 

・学校や給食センターなどの生ごみは、堆肥化に努める。 

・フロンの回収等（エアコン、カーエアコン、冷蔵庫等）は、リサイクル法に基づき適切に処

理する。 

 

（２）水の利用 

・手洗い、洗濯等における節水を行う。 

・水漏れ点検を定期的に実施する。 

・回覧や貼紙等により、節水に対する啓発を行う。 

 

３ 建物の建設・管理について 

（１）建物の建設 

・公共工事の際には、一定の環境負荷低減効果が認められている資材、建築機械、工法

等を活用し、施設の省エネ構造化に努める。 

・公共事業の実施にあたり、廃棄物の分別・削減及びリサイクル等の実施に努める。 

・公共工事の入札参加資格に、ISO14001 等の認証取得等を検討する。 

・太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を推進する。 
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・敷地内における積極的な緑化に努める。 

 

（２）建物の管理 

・空調のフィルター及び照明器具は、こまめに清掃する。 

・毎月の電気、燃料及び上水等の使用量を把握・管理し、効率的運用に努める。 

・機器更新の際には、省エネルギー型機器を選択する。 

・フロンの回収を徹底する。 
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第７章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

計画の推進体制は、以下のとおりとします。 

 
  市長・政策会議（各部等の長） 

  ・排出量の状況及び取り組みの進捗状況を環境審議会に報告し、意見を求める。 

  ・市民及び環境審議会の意見を受けて、計画の見直し等を検討する。 

  ・必要に応じて各課・施設等に指導をする。 

 

  政策調整会議（各課等の長） 

  ・所属に応じた取り組みを検討、実施する。 

  ・所属職員への取り組みの啓発を行う。 

  ・所属施設の排出量及び取組状況を把握する。 

  ・所属施設の報告担当者を任命する。 

  ・所属施設の前年度の排出量及び取組状況について、報告担当者を通して取りまとめ、事務

局に報告する。 

  ・必要に応じて計画の見直し案等を提案する。 

市長 

政策会議（各部等の長） 

政策調整会議 

（各課等の長） 

各課等の長 

（取組の実施） 

事務局 

（環境管理課） 

指導 

（庁内組織） 

報告・意見 

指導 報告・意見 

報告・意見 

指導 

報告・意見 

指導 

情報提供 

市民等 

公表 

環境審議会 
（外部組織） 

報告 意見 
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  事務局（環境管理課） 

  ・各施設から報告された調査票を取りまとめ、市長・政策会議及び政策調整会議に報告する。 

  ・計画に対する市民、環境審議会の意見を取りまとめ、市長・政策会議及び政策調整会議に報

告する。 

  ・職員に対し、地球温暖化対策に関する情報提供及び取り組みの啓発を行う。 

 

  環境審議会 

  ・市長の報告を受けて、地球温暖化対策の推進方法について意見を述べる。 

 

２ 計画の推進方法 

   計画の推進方法は、まず各課等において、本計画第７章 地球温暖化防止対策の取り組み

を参考に、各課等の実情に合った対策を実施します。温室効果ガス総排出量の大部分を占め

る電気使用量については、特に意識して取り組みます。 

こうした各課等における日頃の取組状況や温室効果ガス総排出量について、前計画と同様

に、各課等の長が事務局（環境管理課）に報告します。報告方法は前計画と同様に、活動量調

査票及び取組状況点検表を作成、提出する形で行う。 

事務局（環境管理課）は、報告された内容を取りまとめ、対象施設における温室効果ガス総排

出量の算定を行い、目標値に対する達成状況及び取組状況を取りまとめ、政策会議及び政策

調整会議に報告する。 

政策会議及び政策調整会議では、報告内容の評価等を行い、今後の計画推進に対する意

見を述べ、必要に応じて各課・施設等への指導や計画の見直し案等を提案し、来年度以降の

計画推進に反映させる。 

 

３ 計画実施状況の公表 

計画書については、袖ケ浦市ホームページで公表する。また、計画の見直しを行った場合に

ついても、同様の手段を通じて公表する。 

毎年度における温室効果ガス総排出量及び取り組みに対する実施状況についても、袖ケ浦

市ホームページで公表する。 

 

４ 計画の普及・啓発 

計画の目的・目標を伝え、取り組みの推進を図るため、地球温暖化防止に関する積極的な情

報提供を行う。 

 

５ 計画の見直し 

計画は、国のエネルギー政策や温室効果ガス排出抑制技術の進歩、排出削減目標の達成

状況、計画対象期間の経過等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うこととする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          平 成 ２ ９ 年 度 版 

 

袖 ケ 浦 市 

環 境 基 本 計 画 

年 次 報 告 書 



 

 

目   次 

 

１．環境基本計画年次報告書(環境レポート）の趣旨・・・・・ １ 

 

２．環境基本計画の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 (１) 計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 (２) 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 (３) 計画の対象範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 (４) 袖ケ浦市が目指す望ましい環境像と取組方針・・・・・ ３ 

 

３．袖ケ浦市の概況 

(１) 人口・面積等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

(２) 袖ケ浦市の環境問題・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 

４．環境施策の推進状況 

(１) 自然環境・みどり・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

(２) 大気環境(有害化学物質)・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

(３) 河川・水環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

(４) 景 観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

(５) 環境美化・ごみ問題・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

(６) 放射能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

(７) エネルギーと地球温暖化(地球環境問題）・・・・・・・２７ 

(８) 環境教育・市民意識・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

(９) 協働・パートナーシップ・・・・・・・・・・・・・・３３ 

 

５．評価及び公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

 

資 料 ・取組指標の算定方法及び経年変化 



1 

庁内会議 

環境保全推進委員会 

１．環境基本計画年次報告書（環境レポート）の趣旨 

袖ケ浦市では、平成１１年に制定された袖ケ浦市環境条例第８条に基づき、袖ケ浦

市総合計画に示す本市の将来像を、環境面から実現していくため、環境の保全に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画として、環境基本計画を平成１４

年度に策定しました。 

環境基本計画は、環境保全の観点からの最も基本となる計画であり、その実効性を

確保していくためには、計画の進行管理が最も重要です。 

そのため、目標や指標を効果的に活用するとともに、各推進組織により本計画の進

行管理を行うこととなっています。 

この環境基本計画年次報告書（環境レポート）は、環境基本計画に基づき実施され

た施策の状況等について、点検・評価し、その結果を公表することにより、市民・事

業者と情報を共有するとともに、次年度以降の取り組みや、計画の見直し検討につな

げるものです。 

なお、報告書の型式については、市民・事業者等で構成される環境市民会議の意見

を取り入れました。 

この報告書は、平成２８年度の取組について取りまとめたものです。 

 

環境基本計画の進行管理の仕組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

各年度ごとの環境レポートの 
作成・報告と公表 

実行 
・市民、事業者、行
政のパートナーシ
ップによる各取組
の推進 

作成・点検・評価 
・環境レポートの作
成を通じて、計画
を点検、評価 

公表 意見 

市民・事業者 

(自己の確認) 

環
境
審
議
会 

報
告 

計画 
・対策の検討や見直
しを行い、次の施
策の見直しに反映 

提
言 

指示 報告 ① 

② 

③ 
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２．環境基本計画の概要 

(１) 計画の目的 

環境基本計画は、長期的な目標のもと、市民､事業者､行政が協働して、環境分野全

般にわたって総合的、計画的に取組を推進していくことにより、自然と共生した持続

可能な社会を築き、本市の環境をよりよいものとして将来の世代に引き継ぐとともに、

市民の健康で豊かな生活を実現することを目的としています。 

 

(２) 計画の期間 

環境問題への取組は長期的な視点に立つことが重要です。したがって、本計画の計

画期間は、平成１５年度（2003）から平成３４（2022）年度までの２０年間としてい

ます。 

ただし、具体的な施策については５年間程度を目安として定め、社会情勢の変化や

計画の進捗状況などをふまえて、概ね５年ごとに計画を見直すこととしています。 

 

(３) 計画の対象範囲 

計画の対象とする地理的範囲は、本市全体としますが、環境問題は広域的に関係し

あっていることから、周辺地域の環境や地球環境も考慮したものとなっています。 

対象とする環境の範囲は以下に示すものを基本とし、それに関係する私たち人間の

諸活動を含むものとしています。 

 

自然環境 自然的要素に関わる環境 ・緑 ・水環境 

・地形、地質 ・動植物 

・景観 

生活環境 生活環境要素の状況とこれに対する

生活からの負荷に関わる環境、 

日常生活に関わる環境 

・大気 ・水質 

・悪臭 ・騒音 

・廃棄物 ・交通 

・放射能 

地球環境 地域からの配慮が必要な地球規模で

の環境問題 

・地球温暖化  ・酸性雨 

・オゾン層破壊 
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(４) 袖ケ浦市が目指す望ましい環境像と取組方針 

環境保全の取組は長期にわたって持続的に実施することが重要であり、また市民の

ライフスタイルや社会経済システムの変革も含めて進めていく必要があります。 

そのような観点から、９つの環境項目を設定し、それぞれの項目に対して、将来的

に目指していく「望ましい環境像」と取組方針を以下のとおり定めています。 

環境の項目 望ましい環境像 取組方針 

１.自然環境・みど 

 り 

ホタルやカブトムシの生息

する豊かな環境が残るまち 

1-1 今ある自然環境をできるだけ残す 

1-2 農地がもつ動植物の生息地としての機能を保

全する 

1-3 生物の生育環境と緑を育てる 

２.大気環境 

(有害化学物質） 

澄んだひかりかがやく空を

あおぎ、おいしい空気がす

えるまち 

2-1 大気環境・有害物質の監視を継続する 

2-2 交通による大気汚染、騒音・振動を解消する 

2-3 悪臭対策を進める 

３.河川・水環境 

安心してのめる水、清らか

な小櫃川の流れ、釣りや水

あそびのできる水辺のある

まち 

3-1 水循環への負荷を減らす 

3-2 河川、ため池など水環境とのふれあいを確保す

る 

４.景観 
富士山のみえる田園風景が

残るまち。 

4-1 袖ケ浦らしい景観を残す 

4-2 袖ケ浦の景観資源を発見する 

５.環境美化・ごみ

問題 

ポイ捨て、不法投棄を許さ

ないまち 市民一人ひとり

がごみ出しのルールをまも

り、ごみの減量化につとめ

るまち 

5-1 ポイ捨て、不法投棄を徹底して監視する 

5-2 ポイ捨て、不法投棄しづらい環境をつくる 

5-3 リデュース、リユース、リサイクル、リフュー

ズによりごみを減らす 

６.放射能 
放射能の心配がない安心し

て暮らせるまち 

6-1 放射能汚染の監視をする 

6-2 放射能汚染の低減を図る 

７.エネルギーと

地球温暖化 

(地球環境問題） 

市民、事業者、市が、日々

の生活、業務のなかで、地

球温暖化など環境を考えた

ライフスタイル、事業活動

の選択をするまち 

7-1 自家用車依存を軽減する交通整備を進める 

7-2 地球温暖化を意識したエネルギー利用を進め

る 

7-3 環境を考えたライフスタイルの選択をする 

８.環境教育 

市民意識 

市民一人ひとりが、環境に

対して高い意識をもち、環

境を考えたライフスタイル

の選択をするまち 

8-1 未来を担う子どもたちへの環境教育を進める 

8-2 大人が環境について学び、行動する機会を確保

する 

９.協働、パートナ

ーシップ 

公共の担い手として、市民

が積極的に活動するまち 

企業・小売業・消費者・市

が協力、協働するパートナ

ーシップがあるまち 

9-1 市民、事業者、行政の協働、コミュニケーショ

ンの機会を確保する 

9-2 市民、事業者の活動を支援する 
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３．袖ケ浦市の概況 

(１) 人口・面積等 

人     口 

平成２９年４月１日現在 国勢調査(平成２７年１０月１日) 

     ６２，３９０人 

   男 ３１，４５４人 

   女 ３０，９３６人 

      ６０，９５２人 

   男 ３０，６６０人 

   女 ３０，２９２人 

世 帯 数      ２６，０３８世帯      ２２，６５２世帯 

産 業 別 人 口 

(平成 27年国勢調査) 

   第一次産業     １，３０４人 ( ４．４％) 

   第二次産業     ８，０９５人 (２７．４％) 

   第三次産業    １９，１５０人 (６４．９％) 

   分 類 不 能       ９８５人 ( ３．３％)  

地     勢 

  面  積   ９４．９３K㎡ 

  周  囲   ８４．５㎞ 

  海岸線   ２８．７㎞ 

  広ぼう   東西 １４．０㎞、南北 １３．５㎞ 

市役所の位置 
  東経 １３９度５７分２７秒 

  北緯  ３５度２５分３６秒 

平和都市宣言   平成２年６月１５日採択、同年１２月１０日宣言 

環境保全都市宣言   平成３年３月１５日採択、同年６月１４日宣言 

姉 妹 都 市 
  イタジャイ市(ブラジル連邦共和国 サンタカタリーナ州） 

  昭和５４年１月３１日締結 

 

 

 

人口・世帯数推移 

※Ｓ４６は１０月末日現在、Ｈ２９は４月１日現在の人口 
※それ以外は国勢調査による人口 
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(２) 袖ケ浦市の環境問題 

袖ケ浦では、古くから、農水産業を中心に人々の生活が営まれてきましたが、昭和

４０年代後半の高度経済成長期に入ると、臨海部が日本を代表する重化学コンビナー

トである京葉臨海工業地帯の一部となり、産業経済活動が飛躍的に発展しました。こ

の過程で大気や水の汚染などによる生活環境の悪化、宅地開発などによる身近な自然

の改変、貴重な動植物の消失などが問題となりました。 

市では、主要工場との公害防止のための協定締結や環境条例、各種法律による公害

防止対策を強く進めるとともに緑の保全及び推進に関する条例などを制定し、開発に

伴う自然環境の悪化の防止に努めてきました。その結果、産業活動に伴う環境問題の

解決や自然環境の保護について、一応の成果を収めてきました。 

その一方、人口の増加に伴って市北西部を中心に都市化が進行し、生活様式の変化、

消費活動の拡大が進んだ結果、近年の環境問題は、自動車の排ガス、生活排水による

水質汚濁、ごみの排出量の増大、化石燃料の消費による温室効果ガスの排出など、生

活による環境への負荷が大きくなってきています。 

大気環境について言えば、公害対策や排気ガス対策が進んだ反面、自動車の数は大

幅に増えています。その結果、自動車の利用や産業活動により発生する大気汚染物質

や、それらが環境中で化学反応を起こすことにより発生する光化学スモッグといった

課題が現在も残っています。そして産業活動のために利用される化学物質が人間の健

康及び自然環境へ与える影響についても常に注意していく必要があります。 

また、水環境への負荷についてみると、工業排水の対策のほか、家庭からの生活排

水についても、下水道等の整備や合併処理浄化槽の普及などにより改善されています。 

しかしながら、東京湾の水質の汚濁が未だ見られることから、引き続き、市民、事

業者、行政が協力して取り組んでいく必要があります。 

さらに、海岸の埋めたてや開発行為による自然環境の変化、休耕田の荒廃や人と自

然との関わりの変化による動植物の減少などが、私たちの身近な環境問題となってい

ます。その原因は、開発・過度の土地利用・汚染等の人間活動に伴う直接的な影響だ

けでなく、里山の荒廃など人間活動の縮小や生活スタイルの変化によるところが少な

くありません。 

一方で、ごみの不法投棄やポイ捨て、ごみ出しルールの無視や自家焼却、近隣騒音

や犬の糞の放置など、個人の良識に係る環境問題も見逃すことができません。 

これらのことを認識し、行政、事業者、市民一人ひとりが、社会のあり方、自らの

ライフスタイルを見直し、望ましい環境像の実現を目指して、良識ある行動をとって

いくことが必要です。 
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４．環境施策の推進状況 

 環境基本計画には「取組指標」が示されていますが、計画策定時のアンケート調査

から設定した値など毎年度の評価に適さない指標があります。このようなことから、

本報告書では、環境市民会議の意見を参考にして、平成２０年度に設定した環境項目

ごとの「環境指標」によって評価しています。 

 また、環境指標以外で、参考とすべきものとして「その他指標の推移」を掲載して

います。 

 評価は、環境基準があるものは、それを達成していれば「○」、達成していなけれ

ば「×」とし、環境基準がないものは、基準年度と比較して良くなっていれば「○」

悪くなっていれば「×」、変化がほとんど無ければ「△」を表示しています。 

 また、市民意識調査のように２８年度の値が無いものは「―」を表示しています。 

 

(１) 自然環境・みどり  

～ホタルやカブトムシの生息する環境が残るまち～ 

袖ケ浦の姿が大きく変わったのは、ここ半世紀程度のことであり、それまでは、小

櫃川の砂州から小櫃川沿いに広がる肥沃な水田、内陸部（特に段丘上部）の畑地、海

岸部の干潟というのがまちの姿でした。 

昭和４１年から、京葉臨海工業地帯の一翼を担う形で、臨海部の埋め立てがはじま

ったのに呼応し、昭和４４年から昭和４６年に掛けて、臨海部工業地帯及び都心部へ

の通勤者の居住地として、福王台、蔵波台、長浦駅前の住宅地造成が始まりました。 

埋め立て地の造成と工場の立地、住宅地の造成が進む中で、臨海部の工業地帯、内

房線に沿った住宅地、水田地帯と里山風景という現在のまちの姿が形作られてきまし

た。 

平成３年には、市制が施行され、平成７年に館山自動車道の供用、平成９年に東京

湾アクアラインの供用、平成２５年に圏央道の供用が始まり、また、平成２３年から

は、袖ケ浦駅海側の宅地造成が始まり、本市の現在の姿となっています。 

 

この項目の取組状況等で、特に変化が大きいものとしては、（P.7）「水と緑の里整

備」におけるボランティアは、１回当たりの平均参加人数が２９名と過去最高でした。 

 （P.7）「アライグマ等外来生物の駆除」では、アライグマ・ハクビシン合計駆除数

が、本計画を改訂した平成２５年度以降最多の１６８頭でした。 

また、（P.8）「生垣設置補助件数」は、平成２６年度以前は、ほぼ毎年度１０件以

上の申請がありましたが、２８年度は２７年度と同じく３件と過去最も少ない件数で

した。 
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(１)－１ 今ある自然環境をできるだけ残す 

○概ね５年間で実施する施策 

●中・長期的に検討する施策 
平成２８年度取組状況 

○水と緑の里整備 (環境管理課） 

蔵波小鳥の森の維持管理に努めた。 

椎の森工業団地内自然環境保全緑地について 

・造成緑地草刈委託 17，126㎡(環境保全緑地分 600㎡含

む） 

・ボランティア募集、軽作業の実施（月 2 回） 

作業回数 20回 参加者 583名 平均約 29名/回 

○公共施設における緑地の適正

管理 

(都市整備課） 

公園・緑地を適正に管理し、緑の保全に努めた。 

(環境管理課） 

水と緑の里について、除草委託のほかボランティアによ

る除草作業などを行った。 

○保存樹木等指定拡充と助成制

度の見直し 

(環境管理課） 

 新規指定なし 

【参考】H28年度末指定状況 

指定樹木 192本 指定樹林 98,424㎡ 

○アライグマ等外来生物の駆除 (農林振興課・環境管理課） 

アライグマ・ハクビシン合計駆除数 168 頭 

●ボランティアを活用した里山

の保全、整備の検討 

(環境管理課） 

椎の森自然環境保全緑地について、ボランティアを募集

し、協働による下草刈等の軽作業月 2回を目途に実施 

延べ 20回 583 人参加 平均約 29名/回 

 

(１)－２ 農地が持つ動植物の生息地としての機能を保全する 
○概ね５年間で実施する施策 

●中・長期的に検討する施策 
平成２８年度取組状況 

○農村環境計画に基づく事業実

施 

(農林振興課) 

・県営経営体育成基盤整備事業（武田川下流地区） 

事業年度 H24～H31 受益面積 120ha 

Ｈ28事業内容-区画整理 28.7ha 

・県営経営体育成基盤整備事業（浮戸川上流Ⅲ期地区） 

事業年度 H25～H31 受益面積 54ha 

H28事業内容-区画整理 14.7ha 

○農業担い手の育成 (農林振興課） 

認定農業者制度（28年度末 157名） 

新規・再認定 25名 

○農地の多面的効果の啓発、広報 (農林振興課） 

国、県からの広告物による啓発 

●遊休農地、荒廃農地の調査 （農業委員会事務局・農地利用最適化推進委員・農林振興

課） 

農地利用状況調査を実施 



8 

(１)－３ 生物の生息環境と緑を育てる 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○緑のネットワークづくり基本構

想の推進 

(都市整備課）  

各担当課にて、広域農道のフラワーライン化、農村公園 

整備等の拠点づくりを進めている。 

○都市公園の整備 (都市整備課） 

 袖ケ浦駅海側地区１号公園他６公園(計 4,016㎡)を供

用開始した。 

○新たな開発地等における緑地保

全協定の締結 

(環境管理課） 

 緑化協定  三者協定 71社  二者協定 118社 

面積 187ha 

○生垣設置奨励補助制度の普及 (環境管理課） 

補助件数 3 件  金額 122千円 

○水と緑の里整備 (環境管理課） 

蔵波小鳥の森の維持管理に努めた。 

椎の森工業団地内自然環境保全緑地について 

・造成緑地草刈委託 17，126㎡(環境保全緑地分 600㎡

含む） 

・ボランティア募集、軽作業の実施（月 2回） 

作業回数 20 回 参加者 583名 平均約 29名/回 

 

 環 境 指 標  

環 境 指 標 指標の算定方法等 評価方法 

基準値 

基準年

(H17） 

H28 
評価 

※1 

緑が多いと感じる市民

の割合 
市民意識調査 

基準年 

より増 
78.6％ 

79.3％ 

(H26） 
― 

保存樹林面積 

緑の保全及び推進に関す

る条例に規定する保存樹

林 

基準年 

より増 
11.7ha 9.8ha × 

保存樹木指定数 

緑の保全及び推進に関す

る条例に規定する保存樹

木 

基準年 

より増 
161本 192本 ○ 

市民一人当たりの都市

公園面積  

都市計画区域内の市民ひ

とり当たりの都市公園面

積 

基準年 

より増 
12.9㎡ 13.0㎡ ○ 

※１ 評価は、環境基準によるものはそれを達成していれば「○」、達成していなけ

れば「×」とし、環境基準がないものについては基準年と比較して良くなってい

れば「○」悪くなっていれば「×」、変化がほとんど無ければ「△」と表示して

います。また、市民意識調査のように２８年度の値が無いものは「―」としてい

ます。以下、評価の表示方法は同じです。 
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その他の指標の推移 

指   標 指標の算定方法等 
基準年 

(H17） 
H27 H28 

緑地保全協定による緑地

面積 
2者協定＋3者協定 173ha 187ha 187ha 

生垣設置補助件数 補助件数 補助金額 
22件 

768千円 

3件 

132千円 

3件 

122千円 

自然環境保全緑地ボラン

ティア参加者数 

ボランティア参加者

数：作業回数及び延

べ人数 

339人 

19回 

496人 

18回 

583人 

20回 

森林機能強化対策事業

(下刈り・枝打ち・間伐等）

補助対象事業面積 

下刈り・枝打ち・伐

倒・間伐集積 面積 
2.94ha 1.30ha 1.29ha 

農地・水・環境保全向上

対策活動事業採択地区数 
採択地区数 

8地区 

590ha 

(H19） 

13地区 

827ha 

14地区 

873ha 

認定農業者数 

認定農業者数 

(新規・再認定登録

者） 

65名 

(新規認定 3

名) 

154名 

(新規・再認定 

19名) 

157名 

(新規・再認定

36名) 

 

 

(２) 大気環境(有害化学物質） 

～澄んだひかりかがやく空をあおぎ、おいしい空気がすえるまち～ 

本市では、市内１０箇所に設置した測定局で、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子

状物質等の大気汚染物質を常時監視しています。 

これら３物質の推移を見ると、全国で公害が問題化した昭和４０年代初頭に比べる

と、その後、全国的な取組みや市内事業者の協力により、現在ではかなり改善してい

ます。 

 

この項目の傾向として、観測を行っている大気汚染物質の殆どは、長年にわたり環

境基準を達成し、緩やかに減少しているか、ほぼ横ばいとなっています。 

ただし、（P.13）光化学スモッグの原因となる「光化学オキシダント」については、

環境基準を達成した観測局はなく、平成２８年度は光化学スモッグ注意報が１日（１

回）発令されており、大気の観測項目で唯一、評価が「×」でした。 
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● 二酸化硫黄（ＳＯ２） 

硫黄酸化物（ＳＯｘ）の代表的な成分で、石油や石炭を燃焼させると含有する硫黄

分が空気中の酸素と化合して発生します。 

排出規制の強化や低硫黄燃料の使用を進めてきた結果、環境基準を達成しており、

近年は低濃度の状態が続いています。 

 

● 二酸化窒素（ＮＯ２） 

 窒素酸化物（ＮＯｘ）の代表的な成分で、燃焼時に燃料中の窒素や空気中の窒素が

酸素と化合して発生します。 

主な発生源は工場や自動車ですが、都市部ではビルなどで使用する小型ボイラーや

家庭の厨房からの総排出量も無視できないものになっています。 

市内では、自動車の往来が盛んな福王台測定局が他の測定局に比べて高い値となっ

ていますが、環境基準を達成しています。 

 

● 光化学オキシダント（Ｏｘ） 

 光化学オキシダント（Ｏｘ）は、窒素酸化物と炭化水素などが太陽からの紫外線を

受けることで光化学反応をおこし生成される物質で、夏季に日射が強く、高温・無風

などの条件が重なり、光化学オキシダント濃度が一定値を超えたときに光化学スモッ

グ注意報が発令されます。 

 昭和４０年代後半に比べると注意報の発令回数はかなり改善していますが、平成 

２８年度においても光化学オキシダントは、市内一般測定局の平均で３０７時間基準

値を超過し、光化学スモッグ注意報が１日（１回）発令されています。 

 大気汚染問題は、自動車の利用や野焼きといった個人レベルの問題から、市町村・

県・国といった広範囲で対策を講じていかなければならない問題があります。 

 こうした汚染原因物質の発生源である臨海部の工場等におけるばい煙発生施設に

ついては、協定を締結してより厳しい規制を行っています。 

 

● 一酸化炭素（ＣＯ） 

一酸化炭素（ＣＯ）は、炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生するもので、自

動車が主な発生源となっています。市内では、館山道及び国道１６号の２箇所の自動

車排出ガス測定局で測定しており、環境基準を達成しています。 

 

● 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）・微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）は、大気中の浮遊粉じんのうち粒径が１０ミクロン以下

のものを指し、工場や自動車の排出ガスのほか、土壌の舞い上がりなどの自然現象に

よっても発生します。市内では減少傾向にあり、全測定局において環境基準を達成し

ています。 

 また、微小粒子状物質（ＰＭ２．５）については、平成２７年度から市内１か所で

測定しており、環境基準を達成しています。 
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(２)－１ 大気環境・有害物質の監視を継続する 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○自家焼却・野焼きの廃止指導の徹

底と監視パトロール体制の強化 

(廃棄物対策課） 

①広報紙による啓発 

②苦情対応時に指導を行う 

③残土埋立て・不法投棄パトロール時に合わせて監視

(週６日) 

○大気汚染物質に対する監視の継

続と市民への情報提供 

(環境管理課） 

光化学オキシダント濃度の監視体制と注意報の発令 

平成 28年度発令回数 1回 

市民生活安全メールによる配信実施 

○ダイオキシン類を含む有害化学

物質に対する監視の継続と市民

への情報提供 

(環境管理課） 

有害大気汚染物質モニタリング調査として、ダイオキ

シン類年 4回(2箇所)、ベンゼン年 12回(1箇所)につい

て測定している。また、県においてベンゼン等を年 12

回(1箇所)測定し、併せて結果を公表している。（いず

れも環境基準達成） 

○事業所等における有害化学物質

の管理徹底の推進 

(環境管理課） 

PRTR法の施行により、事業者は毎年法に定める有害物 

質について、排出量・移動量を国に届出する。 

市内の届出事業者については、千葉県が管理について

指導をしている。 

○発生源施設に対する立ち入り調

査の実施 

(環境管理課） 

5事業所 5施設について立ち入り調査を実施、不適合

施設は無かった。 

○公害防止施設の設置指導 (環境管理課） 

環境保全条例及び環境保全に関する協定に基づく事前協

議により指導を行った。(2者協定 10件、3者協定 14件) 

○農薬の一斉空中散布の適正な実

施の指導 

(農林振興課） 

市植物防疫協会が実施 

広報紙及び広報無線により周知、全域ラジコンヘリの

使用、市職員の立会い(7/9～23、7/31実施) 

（散布面積 765.6ha） 

○農業用廃プラスチック処理対策

の推進 

(農林振興課） 

 農業用マルチ・ハウス用ビニール等の回収処理 

塩化ビニール、ポリエチレン    34.59t 
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(２)－２ 交通による大気汚染、騒音・振動を解消する 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○低公害車の普及推進(公用車の採

用等） 

(管財契約課） 

公用車の購入または更新に際し、低排出ガス車を採用

した。平成 17年基準 75％低減車 2台、平成 19年基準 75％

低減車 1台を導入した。 

○アイドリングストップ運動の推 

進 

(環境管理課） 

千葉県からの広告物による啓発 

広報紙記事掲載１回(エコドライブ) 

参考：H20年度に 31施設 42箇所に看板(独立柱）を設

置、17施設 40箇所に簡易看板を設置 

○歩行者、自転車利用者が利用しや

すい歩道、道路の整備 

(土木管理課） 

歩行帯整備Ｌ=４０ｍ 

(土木建設課） 

あんしん歩行エリアに指定されている区域内におい

て、「特定交通安全施設等整備計画」に基づき、工事を

実施。（蔵波鎌倉街道線、蔵波第四丁目９号線他の交通

安全施設設置) 

○バリアフリーを考慮した歩道の

整備 

(土木建設課) 

計画したバリアフリー化は、平成 25年度までに完了 

【参考掲載】 

○地域公共交通システムの導入と

運営 

(企画課） 

交通空白地域における移動手段を確保するため、地域

住民・NPO等が主体となって運営する地域支え合いの

仕組みについて支援します。 

・平川いきいきサポート  提供会員数１8名 利用会員

数 36名 
 

(２)－３ 悪臭対策を進める 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○環境の保全に関する協定に基づ

く監視と指導の継続、徹底 

(環境管理課） 

環境の保全に関する協定締結事業所6事業所の12地点

で調査実施し超過地点は無かった。 

○家畜糞尿処理施設の導入促進、 

支援 

(農林振興課） 

 家畜排泄物法対象農家 ４３ 

 整備済み４１ 整備しない２ 
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 環 境 指 標  

環 境 指 標 指標の算定方法等 
評価 

方法 

基準値 

基準年(H17） 
H28 評価 

空気・水のきれいさ

に満足している市民

の割合 

市民意識調査 
基準年

より増 
44.7% 

61.3% 

(H26） 
― 

二酸化硫黄 

１時間値の１日平

均値が 0.04ppm以

下かつ１時間値

0.1ppm以下 

環境 

基準 
0.04ppm 

一般局平均   0.002 

福王台（自排） 0.002 
○ 

二酸化窒素 

１時間値の 1日平

均値が 0.04ppmか

ら 0.06ppmまでの

ゾーン内、またはそ

れ以下 

環境 

基準 
0.06ppm 

一般局平均   0.009 

福王台（自排） 0.013 

大曽根（自排） 0.009 

○ 

光化学オキシダント 
1 時間値が 0.06ppm

以下 

環境 

基準 
0.06ppm  

基準超過時間（平均）307 

一般局昼間平均  0.032 

注意報等発令日数 1

日 

× 

一酸化炭素 

連続8時間1時間値

平均が 20ppm以下

かつ 1時間値の 1

日平均値が 10ppm

以下 

環境 

基準 
10ppm 

福王台（自排） 0.2 

大曽根（自排） 0.3 
○ 

浮遊粒子状物質 

連続 24時間 1時間

値の 1日平均値が

0.10㎎/m3以下か

つ１時間値 0.20㎎

/m3以下 

環境 

基準 
0.10㎎/m3 

一般局平均   0.016 

福王台（自排） 0.016 

大曽根（自排） 0.018 

○ 

ベンゼン 
年平均値が 0.003

㎎/m3以下 

環境 

基準 
0.003㎎/m3 

長浦    0.0014 

横田    0.0010 
○ 

ダイオキシン類 
1 年平均値

0.6pg-TEQ/m3以下 

環境 

基準 
0.6pg-TEQ/m3  

長浦    0.033 

横田    0.022 
○ 
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その他の指標の推移 

指   標 指標の算定方法等 基準年(H17） H27 H28 

大気発生源立入り調

査件数及び超過件数 

立入り調査件数

及び超過件数 
1/10 0/5 0/5 

公用車における低公

害車の導入台数(低

排出ガス車含む） 

低公害車の導入

台数(低排出ガス

車含む） 

15 台 70台 70台 

循環バス・市内バス

利用者数 

循環バス・市内バ

ス利用者数（年間

合計） 

のぞみ野長浦線 

51,051人 

平岡線 

48,498 人 

馬来田線 

74,279 人 

ガウラ号 

3,729人 

 

 計 177,557 人 

のぞみ野長浦線 

 45,960人 

平岡線 

     33,238人 

馬来田線 

   56,698人 

代宿袖ケ浦 BT 

  34,855人 

 

計 170,751人 

のぞみ野長浦線 

 48,968人 

平岡線 

 33,609人 

馬来田線 

 55,157人 

代宿袖ケ浦 BT 

 34,818人 

 

計 172,552人 

駅別鉄道乗者数 

駅別鉄道乗者数

(駅別・1日当り平

均値） 

長浦駅 

 6,726人 

袖ケ浦駅 

3,872人 

横田駅 

    303人 

東横田駅 

  181人 

長浦駅 

  6,164人 

袖ケ浦駅 

4,719人 

横田駅 

   212人 

東横田 

(発表なし）  

長浦駅 

6,088人 

袖ケ浦駅 

4,873人 

横田駅 

200人 

東横田 

（発表なし） 

公害苦情受付件数

(大気・悪臭・騒音振

動） 

大気・悪臭・騒音

振動、苦情受付件

数 

大気 47 

悪臭 23 

騒音 10 

振動  2 

大気  6 

悪臭 10 

騒音  6 

振動  2 

大気 5 

悪臭 9 

騒音 9 

振動 1 
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(３) 河川・水環境  

  ～安心してのめる水、清らかな小櫃川の流れ、 

       釣りや水あそびのできる水辺のあるまち～ 

本市の水道水源は、その 70％が市内最大の河川である小櫃川からの取水であり、残

りが地下水からの取水によるものです。 

市内の河川の水質をみると、最大の河川である小櫃川は、比較的良好な水質を維持

しており、水道水利用に適するような「きれい」（BOD 3mg/L以下）な水です。 

一方で、中小河川の笠上川や浮戸川中流域などでは生活排水の影響と思われる汚濁

がみられ、「ややよごれている」（BOD 3mg/L～5mg/L）状態です。 

しかしながら、公共下水道事業をはじめ、農業集落排水事業や合併浄化槽の普及に

よる生活排水対策、また家畜糞尿処理施設の導入促進などによって、かつてみられた

「非常によごれている」（BOD 10mg/L超）状態は現在ではみられなくなっています。 

海域では、C 類型(市東部)で環境基準を達成していますが、より基準の厳しい B 類

型(市西部)では環境基準が未達成となっています。 

東京湾は環境基準の達成率が低いことから、流域の２１市町が総量規制地域に指定

され、COD、窒素、りん について削減計画に基づいた対策が取られています。 

また、一定規模以上の事業所について、協定を締結してより厳しい規制を行うとと

もに、立入り調査により協定値の遵守状況の確認・指導を実施しています。今後も流

域市町村が一体となった取組を進めることが必要です。 

 

この項目の取組状況で、変化の大きいものは、特にありません。 

（P.18）環境指標の評価で、海域のＢ類型で、環境基準を満たしていないため評価

は「×」となっています。 

北袖から東のＣ類型と中袖から西のＢ類型では、環境基準が大きく異なっています

が、両類型の間に、水質改善要因となりうる大きな河川はなく、Ｂ類型の環境基準達

成は困難なものとなっています。 
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●小櫃川水質データ 

調  査 

地点名 
年度 

調査 

回数 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ) 

単位：mg/L 

環境 

基準 
測定結果 平均値 適合率 75％値 

小櫃橋 

平成１５年度 12 

 

3.0 

1.2 ～ 3.0 2.0 92% 2.3 

平成１６年度 12 0.8 ～ 2.3 1.6 100% 2.0 

平成１７年度 12 0.9 ～ 2.8 1.7 100% 1.8 

平成１８年度 12 0.9 ～ 3.5 1.7 92% 2.1 

平成１９年度 12 1.1 ～ 3.8 1.9 92% 2.1 

平成２０年度 12 0.7 ～ 6.6 1.9 92% 2.0 

平成２１年度 12 1.1 ～ 2.8 1.6 100% 1.8 

平成２２年度 12 0.6 ～ 2.8 1.5 100% 1.5 

平成２３年度 12 0.6 ～ 2.3 1.4 100% 1.7 

平成２４年度 12 0.6 ～ 1.9 1.4 100% 1.7 

平成２５年度 12 0.8 ～ 2.1 1.5 100% 1.7 

平成２６年度 12 0.6 ～ 3.1 1.6 92% 2.1 

平成２７年度 12 0.7 ～ 1.8 1.2 100% 1.2 

平成２８年度 12 0.8 ～ 2.2 1.5 100% 1.7 

宮川橋 

平成１５年度 12 0.8 ～ 2.1 1.4 100% 1.5 

平成１６年度 12 0.5 ～ 2.5 1.3 100% 1.4 

平成１７年度 12 0.7 ～ 3.1 1.6 92% 1.9 

平成１８年度 12 0.9 ～ 3.5 1.6 92% 1.7 

平成１９年度 12 0.7 ～ 1.7 1.2 100% 1.3 

平成２０年度 12 0.7 ～ 3.1 1.2 92% 1.4 

平成２１年度 12 0.8 ～ 1.7 1.4 100% 1.5 

平成２２年度 12 0.7 ～ 2.5 1.4 100% 1.4 

平成２３年度 12 0.5 ～ 1.4 1.0 100% 1.2 

平成２４年度 12 0.7 ～ 1.8 1.2 100% 1.4 

平成２５年度 12 <0.5 ～ 1.8 1.1 100% 1.1 

平成２６年度 12 <0.5 ～ 1.6 1.0 100% 1.1 

平成２７年度 12 <0.5 ～ 1.4 1.0 100% 1.0 

平成２８年度 12 0.6   1.9 1.2 100% 1.5 
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●公共下水道・農業集落排水事業の状況            (H29.3.31現在） 

農業集落排水事業 

 

公共下水道事業供用開始区域(集排除く） 

供用開始３地区の区域内
定住人口 

4,556人 
行政区域内人口(住基登

録数） 
62,390人 

使用開始区域内人口 41,739人 

水洗化定住人口 3,458人 
普及率 66.9 ％ 

水洗化人口 40,246人 

 水洗化率 96.4 ％ 

 

(３)－１ 水循環への負荷を減らす 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○汚水適正処理構想に基づく

事業実施 

(下水対策課） 

平成 27年度に見直した「汚水適正処理構想」に基づき、公

共下水道整備を進めている。また、農業集落排水については

整備を完了している。 

○公共下水道、農業集落排水の

整備、普及率向上 

(下水対策課) 

【農業集落排水】 

 東部地区：89％・松川地区：86％・平岡地区：66％ 

水洗化人口の精査実施 １回／年 未接続者宅への訪問等に

より協力依頼 平岡地区については、平成２４年度から順次

供用開始 

【公共下水】 

 普 及 率 68.0％（農業集落排水松川地区含む） 

処理人口 42,430人 

○公共下水道、農業集落排水へ

接続のための助成制度 

(下水対策課） 

・助成金 0件（対象世帯なし） 

 汲取り便所から下水道へ改造 ３万円／槽 

 し尿浄化槽から下水道へ改造 ２万円／槽 

・貸付金（無利子）  2件 

 一般住宅 １件   ５７２千円 

 店舗   １件 １，０００千円 

・平岡地区利子補給 H28 7件 

○生活排水の負荷についての

周知 

(下水対策課） 

広報紙及びイベント開催時に啓発 

○事業者への排水適正管理の

指導 

(環境管理課） 

 事前協議制度の中で指導 

発生源の立入調査を実施 22事業所調査 うち 1事業所で

超過していたが、指導後改善したことを確認済み 

○浄化槽の保守点検、清掃など

の適正な維持管理の指導 

(下水対策課） 

 補助する合併浄化槽設置時の指導及び広報紙による周知 

○県と協力した地下水汚染調

査の継続 

(環境管理課） 

 市内 3箇所で実施（異常なし） 

○大寺浄水場や小櫃川の見学

会の実施 

(水道局) 

 水道事業運営委員による大寺浄水場及び十日市場浄水場水

質センター視察を実施 

○受水槽の清掃等設置者への

適正な維持管理の指導 

(水道局） 

給水申請時に「簡易専用水道のてびき」に基づき、説明し

ている。 
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(３)－２ 河川、ため池など水環境とのふれあいを確保する 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○農業用ため池周辺の環境整備

（光福堰・藤井堰・野里堰） 

(農林振興課） 

草刈や植栽管理などの維持管理を地元に委託し良好な環

境保持を図った。 

 

 環 境 指 標  

環 境 指 標 
指標の算定方法

等 
評価方法 

基準値 

基準年(H17） 
H28 評価 

空気・水のきれいさ

に満足している市

民の割合 

市民意識調査 
基準年 

より増 
44.7％ 

61.3％ 

(H26） 
― 

農業集落排水普及

率・水洗化率 

農業集落排水普

及率・水洗化率 

基準年 

より増 

普及率 4.4％ 

(2,671人） 

水洗化率 75.0％ 

(2,002人） 

普及率 7.3％ 

（4,556人） 

水洗化率 75.9％ 

（3,458人） 

○ 

公共下水道、普及

率・水洗化率(松川

地区含む） 

公共下水道、普

及率・水洗化率 

基準年 

より増 

普及率 67.7％  

水洗化率 92.0％ 

普及率 68.0％  

水洗化率 96.3％ 
○ 

小櫃川 
環境基準 

BOD75％値 
環境基準 BOD 3ｍｇ/L 

宮川橋 1.7mg/L 

小櫃橋 1.5mg/L 
○ 

海域 

環境基準 

COD75％値 

B類型 C類型 

環境基準 
B類型 3.0㎎/L B類型 4.1㎎/L × 

C類型 8.0㎎/L C類型 3.7㎎/L ○ 

 

その他の指標の推移 

指   標 指標の算定方法等 基準年(H17） H27 H28 

排水発生源立入り調

査件数及び超過件数 

立入り調査件数及

び超過件数 
1/27 0/22 1/22 

合併処理浄化槽・生活

廃水処理施設設置補

助件数 

年間設置件数 

(年間補助件数） 

合併 94(59）、 

生活排水 2 

合併 139(22）、 

生活排水 2 

合併 108（14） 

生活排水 1 

汚水処理率 

(公下＋農集排）水

洗化人口＋合併浄

化槽人口／人口 

70.1％ 89.5％ 89.9％ 

公害苦情受付件数(水

質） 

公害苦情受付件数

(水質） 
水質 10 水質 4 水質 5 

中小河川 

BOD75％値(12 河

川・19地点の最小

値：最大値） 

最小 1.7 ㎎/L 

(久保田川：不

渡堰) 

 

最大 3.8 ㎎/L 

(松川：砂子田） 

最小 0.8㎎/L 

(久保田川：不渡

堰、槍水川：槍水

橋) 

最大 2.7㎎/L 

(笠上川：笠上） 

最小 1.2mg/L 

（久保田川：久保

田橋付近、不渡

堰） 

最大 4.6mg/L 

（笠上川：笠上） 
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(４) 景 観 

～富士山のみえる田園風景が残るまち～ 

本市の景観は、臨海部の工業的な世界と、それとは対象的な田園、自然空間との共

存に特徴づけられ、富士山とアクアラインの見える田園風景はその特徴のひとつとい

えます。 

また、さつき台、蔵波台、福王台などの住宅地も、今では生垣や公園をはじめとす

る豊かな緑が快適な住環境を醸成し、その街並みは市街地を代表する都市景観となっ

ています。これらの景観を保全していくためには、市街地における建築物の調和や緑

地の保全と緑化の推進をはかるとともに、本市の景観の主要な構成要素である里山や

丘陵地に残る森林、坂戸の森などの社寺林の保全などを進めていくことが求められま

す。しかし、これらの景観資源を保全していくうえで、ごみの不法投棄や、管理の担

い手不足によるササ・竹の繁茂による質の低下といった問題が顕在化しています。 

この項目では、（P.20）その他の指標の推移のうち、放置自転車の撤去数が、平成

２７年度の４３台から、２８年度は８台と大幅に減少しています。 

 袖ケ浦駅及び長浦駅周囲がきれいに整備されたことで、自転車を放置しづらい環境

ができたものと考えられます。 

 

(４)－１ 袖ケ浦らしい景観を残す 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○景観としての農業環境の保

全 

(農林振興課） 

多面的機能支払交付金事業 14組織が活動 

平川東部・浮戸川上流・百目木・上泉永吉・大鳥居・坂戸市

場・野里・宮田・大曽根勝・山中・中下・上宿・堂谷・成蔵 

○農村公園、フラワーラインの

景観維持 

(農林土木課） 

神納東・飯富・下新田・三ツ作・大曽根・勝・岩井の７地区

のボランティアによりフラワーライン（袖ケ浦高校～岩井地先

まで約５㎞）の種まきを実施（春はコスモス、秋はポピー）ま

た、年２回浮戸川沿いの草刈実施（延長 10,030ｍ） 

〇自然散策コースの整備、案内

板の設置 

(環境管理課） 

 蔵波小鳥の森の老朽化した看板の更新及び散策路の修繕工

事を実施 

○現状で利用可能な制度(保存

樹林等補助金制度、生垣設置

奨励制度）についての周知の

徹底 

(環境管理課） 

広報紙、ホームページ等で周知した。 

○県広告物条例の適用 (都市整備課） 

 市職員による毎月２回の除去作業及び、市が委任したボラン

ティアによる除去作業を随時実施した。 

〇景観条例の制定 (都市整備課) 

 完了のため参考として記載 

 Ｈ25景観計画及び景観条例を策定、Ｈ26運用を開始した。 
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(４)－２ 袖ケ浦の景観資源を発見する 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○本市の景観資源の対外的なア

ピール 

(都市整備課） 

景観まちづくり賞の実施や、景観まちづくりの取り組み

についてまとめた景観まちだよりを各自治会へ回覧した。 

〇景観条例の策定（景観資源の調

査、整理） 

(都市整備課） 

景観まちづくり賞を表彰し、ＨＰや広報で紹介し景観形

成の啓発を行った。法光寺公園、及び袖ケ浦駅海側地区内

の樹木を景観重要樹木に指定した。 

 

 環境指標  

環 境 指 標 指標の算定方法等 評価方法 
基準値 

基準年(H17） 
H28 評価 

まちがきれいだと感

じる市民の割合 
市民意識調査 

基準年 

より増 
31.2％ 

45.5％ 

(H26） 
― 

  

 

その他の指標の推移 

指   標 指標の算定方法等 基準年(H17） H27 H28 

農地・水・環境保全向

上対策活動事業採択

地区数(再掲） 

採択地区数 
8地区(H19） 

590ha 

13地区 

927.0ha 

14地区

（873.0ha） 

違反広告物簡易除却

数 

違反広告物撤去枚

数 
1,339枚 507枚 399枚 

放置自転車撤去数 

公共の場所に放置

している自転車の

撤去数 

78 台 43台 8台 

 

 

 

 

 

(５) 環境美化・ごみ問題 

～ポイ捨て、不法投棄を許さないまち。 市民一人ひとりが 

ごみ出しのルールをまもり、ごみの減量化につとめるまち。～ 

●一般廃棄物 

本市の廃棄物は、市の定めた一般廃棄物処理基本計画及び実施計画に基づきクリ

ーンセンターで中間処理(破砕・選別等)を行っています。 

一方、ごみの中間処理(焼却)を君津地域共同で行うため君津地域広域廃棄物処理
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事業として、４市と民間３社が出資する第３セクター「㈱かずさクリーンシステム

(ＫＣＳ）」を平成１０年１２月に設立し、平成１４年４月から第１期工場の稼動に

合わせ、ごみ処理を一部委託しています。また、平成１７年度末には第２期工場が

完成し、平成１８年４月からは資源ごみを除くごみ全量を委託処理することになり、

クリーンセンターでの焼却は停止いたしました。 

 

ごみ発生量の推移（単位：トン） 

区 分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

可 燃 ご み 15,776 15,521 15,674 15,999 16,346 16,638 16,736 16,976 

粗 大 ご み 等 4,290 4,564 4,158 4,045 4,590 2,407 2,422 2,333 

資源ごみ回収 2,581 2,501 2,400 2,434 2,620 2,611 2,469 2,306 

合 計 22,647 22,586 22,232 22,478 23,556 21,656 21,627 21,615 

 

●ごみの減量化及び資源化 

近年の消費経済の発展と物流機構の発達により、私たちの生活は大変豊かになり

ました。しかしながら、使い捨て商品や過剰包装の氾濫による資源の浪費、ごみ量

の増大がごみ処理施設の不足と相まって大きな社会問題となっています。 

最近では、無駄を省き限りある資源を大切に使おうという議論が盛んに行われ、

各地で様々な減量化・資源化のための施策が行われています。 

本市の条例では、市だけでなく市民、事業者が参加した幅広い対策の推進と、三

者それぞれの責務と義務が規定されているほか、開発事業に関して事前協議制を取

り入れています。 

H28再資源化量（単位：トン） 

区   分 センター 自治会 団 体 合 計 

紙・布類 681.1 1,144.24 743.3 2,568.64 

カン・金属類 396.29 85.18 13.99 495.46 

ビン・ガラス類 196.79 194.66 7.81 399.26 

ペットボトル 51.33 103.38 － 154.71 

ペットボトルキャップ － 6.33 － 6.33 

廃食用油 － 6.97 － 6.97 

使用済小型家電 34.7 － － 34.7 

小  計 1,360.21 1,540.76 765.1 3,666.07 

溶融スラグ 2,043.94 － － 2,043.94 

メタル 252.55 － － 252.55 

小  計 2,296.49 － － 2,296.49 

合  計 3,656.7 1,540.76 76.1 5,962.56 
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この項目の取組で、変化が大きかった点は、（P.22）「市内一斉清掃の実施」におけ

るごみ回収量が、平成２７年度の１５％増となっています。 

（P.23）「リサイクル情報提供システムによるリサイクル製品の紹介」は、平成２

７年度の利用実績がなく、同年度で事業を廃止しています。 

また、「廃食油の石けんづくり支援の継続」については、該当団体が解散したこと

から、２７年度で事業を廃止しています。 

 

(５)－１ ポイ捨て、不法投棄を徹底して監視する 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○不法投棄監視員、土砂対策指

導員、環境美化推進員による

定期的な監視の継続、強化 

(廃棄物対策課） 

・各地区２名計１０名の不法投棄監視員による１回／月パトロ

ール 実施結果の報告書提出 １回／月 

不法投棄監視員異常報告件数 19/26 

・土砂対策等指導員として警察ＯＢ2名を臨時雇用し、残土埋

立て・不法投棄パトロールを 6回／週実施 

(環境管理課) 

・各地区２名(長浦地区４名）計 12名の推進員による 3回／月

パトロール 実施結果の報告書提出 １回／月  報告書

を元にシルバー人材センターに処理委託  36回 2.03トン

を回収 

○悪質な不法投棄、ポイ捨てに

対する罰則の適用 

(廃棄物対策課・環境管理課） 

適用例なし 

○各種イベント開催時におけ

る環境美化、ポイ捨て防止の

啓発キャンペーン実施 

(環境管理課） 

・広報へ「ポイ捨てはやめよう」の記事掲載、啓発看板配布 

 48枚 

・袖ケ浦駅周辺ポイ捨て防止啓発活動を実施。参加者３７名 

 

(５)－２ ポイ捨て、不法投棄しづらい環境をつくる 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○市内一斉清掃の実施 (環境管理課） 

２回／年（5/29、9/18）実施 

参加者 30,000人 回収ごみ 73.16トン 

○臨海地区清掃の実施 (環境管理課） 

４回／年（6/22、9/15、11/16、2/15）実施 

実施機関： 市、港湾事務所、事業所 

回収ごみ 4.82 トン 

○花いっぱい運動推進 (環境管理課） 

ボランティア団体への花の種子配布 6団体 1回／年 

○雑草対策事業、雑草対策協議

会を通じた宅地の雑草対策

の推進 

(環境管理課） 

・草刈機の貸出し 120件 198台 

・雑草地の所有者に草刈り依頼の文書を随時送付 194件 
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(５)－３  

リデュース、リユース、リサイクル、リフューズによりごみを減らす 

○概ね５年間で実施する施策 

●中・長期的に検討する施策 
平成２８年度取組状況 

○多量排出事業者への減量化の

促進 

(廃棄物対策課） 

・事前協議制度による指導                 

・環境の保全に関する協定に基づく年間計画書の提出       

・個別対応による指導 

○ごみの発生抑制のための意

識啓発 

(廃棄物対策課） 

・施設見学時、イベント開催時及び広報紙による啓発 

・ごみ発生量（ｔ/年） 可燃ごみ 16,976ｔ 不燃ごみ 2,333t 

資源物 2,306ｔ 合計 21,615ｔ 

・センターでの焼却停止、全量かずさクリーンシステムで焼却

（H18) 

○リサイクル情報提供システ

ムによるリサイクル製品の

紹介 

(廃棄物対策課） 

不用品情報交換 利用実績なし  平成 27年度末で事業廃

止 

○廃食油の石けんづくり支援

の継続 

(廃棄物対策課） 

貸出実績なし（該当団体の解散）。平成 27年度末で事業廃

止 

〇事業主として建設リサイク

ル、廃棄物の適正処理を進める 

（学校教育課） 

・主としてＰＴＡ活動による資源回収の実施 

・児童会や生徒会によるリサイクル運動の実施 

・給食残渣を堆肥化し、リサイクル利用を図った。 

 

（廃棄物対策課） 

・クリーンセンターで資源化、資源物搬出実績 1,360ｔ 

○現ごみ処理の有料制(指定ご

み袋制）の見直し 

(廃棄物対策課） 

・県内他市町村の現状調査を実施 

・参考・平成 25年 10月粗大ごみ有料化実施 

○現資源回収制の見直し (廃棄物対策課） 

・市内 114自治会において実施 

回収実績 1,541 トン 

○現コンポスト容器補助制度の

見直し 

(廃棄物対策課） 

現状維持 

・補助件数 生ごみ肥料化容器 5基 

・機械式生ゴミ処理機 15基 

○粗大ごみ処理の有料化の検

討 

(廃棄物対策課） 

平成 25年 10月 1日より実施 

○学校給食の生ごみ、公共施設

の落葉等の堆肥化およびそ

の活用 

(給食センター） 

・給食調理時の野菜くず、給食の食べ残しを回収し堆肥化を行

っている。80.4ｔ 

●公共施設等で発生する剪定

材等のコンポスト化検討 

(廃棄物対策課） 

・剪定枝粉砕機を市民に貸し出し 

49件 4,216ｋｇ 
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 環境指標  

環 境 指 標 
指標の算定

方法等 

評価方

法 

基準値 

基準年(H17） 
H28 評価 

まちがきれいだと感

じる市民の割合 

市民意識調

査 

基準年 

より増 
31.2％ 

45.5％ 

(H26） 
― 

リサイクルを実践し

ている市民の割合 

市民意識調

査 

基準年 

より増 
82.5％ 

85.7％ 

(H26） 
― 

ごみ収集量(可燃・不

燃・粗大） 

ごみ収集量

(可燃・不

燃・粗大） 

基準年 

より減 

可 燃  17,572ｔ 

不燃・粗大  5,605ｔ 

合 計  23,177ｔ 

可 燃  16,976t 

不燃・粗大  2,333t 

合 計  19,309t 

○ 

市民一人当たりごみ

発生量(家庭系・事業

系） 

(家庭系・事

業系）/人口

/日数 

基準年 

より減 

家庭系 

可燃 11,419t 

粗大  4,485t 

 719ｇ/日/人 

 

事業系 

可燃  6,153t  

不燃  1,120t 

329ｇ/日/人 

家庭系 

可燃 11,935t 

粗大  2,136t 

  618ｇ/日/人 

 

事業系 

可燃  5,041t  

不燃   197t 

  230ｇ/日/人 

○ 
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その他の指標の推移 

指   標 指標の算定方法等 基準年(H17） H27 Ｈ28 

市内一斉清掃におけ

るごみ収集量 

市内一斉清掃(２回/

年）におけるごみ収

集量 

90.46ｔ 

/2回/年 

63.40ｔ 

/2回/年 

73.16t 

/2回/年 

臨海清掃におけるご

み収集量 

臨海清掃(4回/年）に

おけるごみ収集量 

6.85ｔ 

/4回/年 

5.56ｔ 

/4回/年 

4.82t 

/4回/年 

ごみ指定袋販売量 

ごみ指定袋(可燃・不

燃）販売量(20・30・

40ℓ 合計枚数） 

可燃 

3,275.500枚 

不燃 

  262.100枚 

合計 

3,537,600枚 

可燃 

3,583,000枚 

不燃 

 252,000枚 

合計 

3,835,000枚 

可燃 

3,722,500枚 

不燃 

251,000枚 

合計 

3,973,500枚 

自治会における資源

回収実績 

自治会における資源

回収実績(年間合計

値） 

1,879.17ｔ 1,708.22ｔ 1,540.76t 

資源回収活動におけ

る回収実績 

資源回収活動におけ

る回収実績(年間合

計値） 

1,151.06ｔ 761ｔ 765.098t 

生ごみ肥料化容器等

購入設置実績 

生ごみ肥料化容器等

購入設置実績(種類

別積算値） 

コンポスト 19 

機械式 41 

コンポスト 17 

機械式 12 

コンポスト 5 

機械式 15 

剪定枝粉砕機貸出件

数 

剪定枝粉砕機貸出件

数 

40件 

1,202kg 

(Ｈ19） 

59件 

2,590kg 

49件 

4,216kg 

不法投棄監視員異常

報告件数 

異常報告件数/報告

件数 
17/120 37/115 19/26 

環境美化推進員の報

告に基づく回収量 

回収ごみ重量/シル

バー委託件数 
13.3ｔ/36回 2.53ｔ/36回 2.03t/36回 

放置自転車撤去数 

公共の場所に放置し

ている自転車の撤去

数 

78台 43台 8台 

クリーンセンターに

おける資源化率 

リサイクル量/総受

け入れ量 
30.3％ 26.0％ 27.6％ 

給食残渣リサイクル

量 

給食残渣リサイクル

量 

76t 

(H19） 
79.2t 80.4t 
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(６) 放射能 

～放射能の心配がない安心して暮らせるまち。～ 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により、東京電力福島第一原子力発

電所が被災し、大量の放射性物質が放出されました。放射性物質による環境の汚染と、

これに伴う人の健康への影響を速やかに低減することが課題となっています。 

小学校や公園などの公共施設での空間放射線量の測定、農畜産物に含まれる放射性

物質の測定を実施していますが、いずれも基準値以下となっています。 

 

この項目の取組状況で変更のあった点は、「大気中放射線量の監視の継続と市民へ

の情報提供」において実施している放射線量の測定について、平成２４年度以降、除

染対象となる０．２３マイクロシーベルト／時を下回っていることから、平成２８年

度において、測定箇所・測定頻度の見直しを行ったことです。 

見直しの結果、測定箇所を２２箇所から１０箇所とし、測定頻度を毎月から隔月と

しています。 

 

(６)－１ 放射能汚染の監視をする 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○大気中放射線量の監視の継続

と市民への情報提供 

(環境管理課） 

小学校及び公園の合計 10箇所において年 6回測定し、結

果を公表している。（いずれも 0.23マイクロシーベルト／

時以下） 

○農畜産物に含まれる放射性物

質の測定と市民への情報提供 

(農林振興課） 

 市内農産物の放射性物質検査の申請受付 10品目、15検体 

異常なし 

 

(６)－２ 放射能汚染の低減を図る 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

〇ガイドラインによる除染の実施 (環境管理課） 

 市内の公共施設において除染の基準となる 0.23マイク

ロシーベルト／時以上の空間放射線量は検出されなかっ

た。 
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(７) エネルギーと地球温暖化(地球環境問題） 

～市民、事業者、市が、日々の生活、業務のなかで 

地球温暖化など環境を考えたライフスタイル、事業活動の選択をするまち。～ 

私たちの生活は、大量生産、大量消費を前提とした社会経済システムのもとで発

展をとげてきたと言えます。その結果、私たちの生活は物質的に非常に豊かになり、

便利さも高まってきました。 

こうした「便利さ」は、資源の面から見ると大量生産、大量消費による資源の濫

用とごみの増大、エネルギーの面から見ると使用量の増大を引き起こしてきています。 

平成 27 年度(2015 年度)の日本のエネルギー期限の温室効果ガスの総排出量は 11

億 4,900 万トン（二酸化炭素（CO2）換算）でした。省エネの進展や冷夏・暖冬によ

る影響、再エネの導入拡大、原発の再稼働などにより、前年度比 3.4%減少しましたが、

平成 2年度(京都議定書の基準年(1990年度））比では+7.7%で増加しています。 

 

この項目の取組状況で（P.28）「庁内の地球温暖化対策実行計画の推進」における

CO2排出量は、第三次計画の基準年度(Ｈ２２）比－７．４３％で減少していますが、

これは、年度ごとの取組状況を比較するために、計画基準年度の CO2排出量係数を一

貫して使用していることから、減少として表れたものです。 

実際には、原子力発電所の停止に伴い、化石燃料による発電が増加しているため、

エネルギー使用量が減っているものの、二酸化炭素排出量は増加しています。 

庁内の温室効果ガス排出要因の約７５％を占める電気使用量は、平成２２年度に比

べ平成２８年度は約１０％減っているものの、電気の使用に伴う二酸化炭素排出量

は、約１８％増えているのが実情です。 

 

(７)－１ 自家用車依存を軽減する交通整備を進める 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

〇バス事業者への利便性向上の

要請（料金、便数、運行時間帯、

路線等） 

(企画課） 

利用状況に応じたルートの見直しやダイヤの改正をバス

事業者に要望し、利便性の向上に努めている。 

 高速バスについては、平成２８年８月から袖ケ浦バスター

ミナルに東京線の乗り入れが開始され、利便性が向上した。 

〇公共交通の利用促進に関する

情報の提供（関係機関、市民、

市） 

(企画課) 

市ホームページ、広報紙、回覧板等で、路線図や時刻表等

の情報を提供した。 

 またバス事業者の協力により、バスの乗り方教室を開催し

た。 

○袖ケ浦駅海側自転車駐車場の

整備 

(都市整備課） 

 適正な維持管理により、利用者の利便性向上に努めた。 
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○信号機、道路標示等の交通安全

施設の充実 

(土木管理課） 

・道路照明灯の設置  ６箇所 

・防護柵等の設置 １２９ｍ 

・路面標示      ２箇所 

・案内・警戒標識   ５基 

○バリアフリーを考慮した歩道

の整備 

(土木管理課) 

平成１９年度以降は、あんしん歩行エリア等道路特定交通

安全施設整備事業の中に位置付け整備を図っている。 

(再掲: 取組方針(２)－２「○バリアフリーを考慮した歩道

の整備」と同じ) 

○地域公共交通システムの導入

と運営 

(企画課） 

交通空白地域における移動手段を確保するため、地域住

民・NPO等が主体となって運営する地域支え合いの仕組みに

ついて支援します。 

・平川いきいきサポート 

提供会員数１8名、利用会員数 36名 

 

(７)－２ 地球温暖化を意識したエネルギー利用を進める 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○庁内の地球温暖化対策実行計画

の推進 

(環境管理課） 

燃料の使用量削減、節電、節水等に努めた。 

温室効果ガス排出量 8,421,308.2ｋｇ-CO2 

（基準比-7.43％） 

○地球温暖化に関する情報提供、意

識改革 

(環境管理課） 

「袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画」の取組結果を公

表、広報紙への記事掲載実施 

○省エネに関する情報発信、意識

啓発 

(環境管理課） 

省エネ関連ポスター掲示、広報紙への記事掲載実施 

○低公害車の導入促進 (契約検査課） 

公用車の購入または更新に際し、燃費基準達成車を採用

した。 

平成２７年度燃費基準１０％向上達成車１台、平成２７

年度燃費基準２５％向上達成車２台を導入した。 

(再掲) 

○太陽熱利用、太陽光発電などの

新エネルギー設備及び家庭用燃

料電池等の省エネルギー設備の

導入促進 

(環境管理課) 

 補助金を交付することで設備導入の促進を図った。 

・太陽光発電システム設置補助金 83件 

・燃料電池システム設置補助金  77件 

・定置用リチウム蓄電システム  20件 

〇新エネルギー設備及び省エネル

ギー設備補助制度導入促進 

(環境管理課) 

県の補助事業を活用して補助制度を実施している。 

・H25年度に燃料電池システム設置補助を追加 

・H27年度に定置用リチウム蓄電システム設置補助を追加 

○緑のカーテンづくりの促進 (環境管理課） 

庁舎にグリーンカーテンを設置するとともに、講習会・

ゴーヤ苗の配布、コンテストを実施して意識啓発を図っ

た。 
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(７)－３ 環境を考えたライフスタイルの選択をする 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○日常業務や公共事業において、環

境影響の配慮 

(秘書広報課） 

「広報袖ケ浦」は古紙配合率 70％の再生紙とエコマー 

ク認定の大豆系インク「SOYINK」を使用 

(全庁的には） 

・他の印刷物についても出来る限り古紙配合率の高い

再生紙を指定し、コピー用紙は再生紙を購入 

・クールビズ・ウォームビズの実施 

 

 環境指標  

環 境 指 標 
指標の算定

方法等 
評価方法 

基準値 

基準年(H17） 
H28 評価 

省エネに取り組ん

でいる市民の割合

(企画課 アンケー

ト３年） 

市民意識調

査 

基準年 

より増 
85.4％ 

87.1％ 

(H26） 
― 

実行計画における

CO2排出量 

市役所にお

ける事業活

動からの排

出量 

基準年度

(H22）より減 

9,097,619.4kg-CO2 

（H22） 
8,421,308.2kg-CO2 ○ 

 

その他の指標の推移 

指   標 
指標の算定

方法等 
基準年(H17） H27 H28 

省エネ・再エネ

設備設置補助

件数 

助成件数 
32件（太陽光発電） 

(H20） 

太陽光発電  111件 

燃料電池    65件 

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電池 24件 

太陽光発電   83件 

燃料電池    77件 

ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電池 20件 

駅別鉄道乗者

数 

駅別鉄道乗

者数(駅

別・1日当り

平均値） 

長浦駅    6,726人 

袖ケ浦駅   3,872人 

横田駅      303人 

合計    10,901人 

長浦駅    6,164人  

袖ケ浦駅    4,719人  

横田駅     212人  

合計    11,095人 

長浦駅   6,088人 

袖ケ浦駅  4,873人 

横田駅    200人 

合計    11,161人 

駐輪場利用台

数 

年間駐輪場

利用台数 

(長浦駅南

口・北口＋

袖ケ浦駅前

第１・第２

北口＋横田

駅前+ﾊﾞｽﾀｰ

ﾐﾅﾙ） 

長浦駅南口 64,406台 

北口  7,752台 

 

袖ケ浦駅第１ 

 34,137台 

     第２  16,241台 

 

 

横田駅前    2,516台 

 

 

 

合計   125,052台 

長浦駅南口 47,096台 

      北口 7,006台 

 

袖ケ浦駅第１ 

19,053台 

第２ 13,326台 

袖ケ浦駅北口 153台 

 

横田駅前   4,027台 

 

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ   9,632台 

 

合計   100,293台 

長浦駅南口 45.410台 

北口  7,441台 

 

袖ケ浦駅南口第１ 

23.080台 

   第２ 11.342台 

袖ケ浦駅北口 885台 

 

横田駅前   3.735台 

 

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ   9.906台 

 

合計   101,799台 
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(８) 環境教育・市民意識 

～市民一人ひとりが、環境に対して高い意識をもち、 

環境を考えたライフスタイルの選択をする。～ 

今日の複雑な環境問題に対応していくためには、市民一人ひとりが人間と環境との

かかわりについて関心を持ち、環境問題を解決するための知識や技能を身につけて、

環境を考えた積極的な行動を取ることが必要であり、そのために環境学習が必要とな

っています。 

この項目の取組状況では、（P.30）「農村公園での農業体験の推進」における参加者

が平成２５年度以降で最多となっています。 

（P.32）「その他指標の推移」に記載の環境関連講座等は、環境部門における講座

等の参加者が過去最多となりましたが、環境部門以外における講座等の参加者が減っ

ていることから全体では、平成２７年度と大差がありませんでした。 

この項目には、評価基準とする明確な環境指標がないことから、その他の指標の推

移のみの掲載としております。 

 

(８)－１ 未来を担う子供たちへの環境教育を進める 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○農村公園での農業体験の推進 (学校教育課) 

・ひらおかの里（農村公園）を利用して、田植え、稲刈り、

お飾りづくり等の体験学習を実施 

(農林振興） 

・田んぼの学校参加者 1,806名 

・農作業体験参加者 2,107名 

○水と緑の里整備などにおいて自

然とふれあい親しみ様々な体験

ができる場の整備・保存 

(環境管理課) 

・蔵波小鳥の森では、維持管理の委託により、しいのもりで

は、ボランティアとの協働により整備を行い、自然にふれ

あえる場となっている。 

・しいのもりでは、自然散策会のほか、つる籠作り講習会な

どを行った。 

○子供環境教室の実施 (学校教育課) 

・東京ガスやエコシステム千葉、三井化学などの企業による

出前授業を活用した環境教育の実施 

・自然観察会の実施 

○こどもエコクラブの普及、推進 (環境管理課) 

リーフレットによる啓発を行った。 
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○学校教育における環境教育体験

学習の実施 

(学校教育課) 

・６月から 10月にかけて、小学校５年生、中学校３年生を対

象に、県内外の自然の中での「体験活動」を実施 

・ホタルを飼育し、休耕田に放流。 

・小櫃川河畔に造成されたビオトープを活用した環境教育を

実施 

・奉仕作業で地域のごみ拾いを実施 

・小中学校でグリーンカーテンを作成 

○学校での環境教育に関する補助

教材の提供 

(環境管理課) 

「袖ケ浦の環境」を配布 

○米作りや野菜作り、里山の保全

等を取り入れた環境教育、環境

講座の実施 

(学校教育課) 

・ひらおかの里（農村公園）を利用して、田植え、稲刈り等

の体験学習を実施 

(農林振興課) 

・農業体験「田んぼの学校」 

(農業センター) 

・野菜栽培講習会、果樹栽培講習会の実施 

(環境管理課) 

・市民会館主催「子どもチャレンジ教室」に協力し、椎の森

にてイベント実施 
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(８)－２ 大人が環境について学び、行動する機会を確保する 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○環境情報の提供や指導者の育成

を図るための環境学習講座の開

催 

(環境管理課) 

・環境学習講座を開催〈4回 述べ 117名参加〉 

・自然散策会の開催（春 27名、秋 25名） 

(廃棄物対策課） 

・職員出前講座 3回 

○広報等を利用した環境問題に関

する情報の継続的提供 

(環境管理課) 

・６月の環境月間に環境特集を掲載するとともに適宜広報紙

に掲載 

○環境教育に関する人材ネットワ

ーク、人材派遣窓口の検討 

(生涯学習課) 

・アドバイザーバンク 

 環境講座 １講座（派遣実績なし） 

・職員出前講座 

 講座数  2講座（派遣実績なし） 

 「ごみの減量化・資源化への取り組み」 他 1講座 

(学校教育課) 

・体験活動推進事業におけるボランティアの参加 

・学校別に学校支援ボランティアによる環境整備の活動 

○公民館、図書館、郷土博物館な

ど公共教育施設を通じた環境教

育活動の推進 

(市民会館) 

・第２回女性セミナー「袖ケ浦市のごみ処理」24名参加 

(長浦公民館) 

・環境講座「ごみの減量化・資源化への取り組み」、「環境

のことを考えた暮らし、はじめの一歩」などの講演や㈱ハ

イパーサイクルシステムズなどの見学、全 6回実施、延べ

144名参加 

(根形公民館) 

・第 1回地域再発見講座「椎の森自然環境保全緑地見学」17

名参加 

 

その他の指標の推移 

指   標 指標の算定方法等 基準年(H17） H27 H28 

環境部門以外にお

ける環境関連講座

等参加者数 

環境関連講座等参加者

数(年間合計値） 

長浦公民館  

237名/7回 

博物館  

40名/6回 

平川公民館 

20名／1回 

長浦公民館 

145名／6回 

根形公民館 

25名／2回 

平岡公民館 

8名／1回 

郷土博物館 

60名／4回 

市民会館 

 24名／１回 

長浦公民館 

 144名／6回 

根形公民館 

17名／1回 

自然散策会・環境

学習参加者数 

自然散策会・環境学習講

座参加者数(年間合計

値） 

140 人/5回 105人/6回 169人/6回 
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(９) 協働・パートナーシップ 

～公共の担い手として、市民が積極的に活動するまち。 

 企業・小売業・消費者・行政が協力、協働するパートナーシップがあるまち～ 

袖ケ浦の環境を保全し、まちづくりを進めていくためには、市民・事業者・行政が

それぞれの役割を果たし、協力していくことが不可欠であることは言うまでもありま

せん。しかしながら、企業は商品をつくるだけ、小売業は販売するだけ、消費者は買

って使用するだけといった構図から脱却するのは容易ではなく、そのための仕組づく

りを模索していく必要があります。 

この項目の取組で変更のあった点は、（P.34）「市民、事業者を主体とする協議会で

の環境イベントの開催」について、環境イベント協議会は、平成２６年度末に解散し、

事業を終了していることです。 

この項目には、評価基準とする明確な環境指標がないことから、その他の指標の推

移のみの掲載としております。 

 

 

(９)－１  

市民、事業者、行政の協働、コミュニケーションの機会を確保する 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○企業、小売業、消費者、行政の

コミュニケーションの場、ネッ

トワークの構築 

(商工観光課) 

「食の魅力」をテーマに農業・商業・工業・観光業の産業

間連携による「そでがうらマルシェ２０１６」を開催し、

まちのにぎわい創出と地域産業の活性化を図った。 

また、袖ケ浦市産業振興懇談会において事業者、産業団

体、市民及び市が一体となって産業振興施策を推進するた

め、産業間の連携及び情報共有を図った。 

 

(農林振興課) 

 ゆりの里来場者 335,311人(4月～3月)  

○活動したい人と活動とを結びつ

ける、情報ネットワークの構築 

(市民活動支援課) 

市民活動情報サイト及びその登録について周知を図ると

ともに、情報の発信、閲覧の促進に努めた。 

また、サイト登録団体による交流会を開催した。 
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(９)－２ 市民、事業者の活動を支援する 

○概ね５年間で実施する施策 平成２８年度取組状況 

○広報、市ホームページなどを通

じたＮＰＯ等の情報発信支援 

(市民活動支援課) 

市民活動情報サイト及びその登録について周知を図ると

ともに、情報の発信、閲覧の促進に努めた。 

○活動企画・運営に関して学習す

る機会の提供などＮＰＯ組織化

の支援 

(市民活動支援課) 

 まちづくり講演会（ＮＰＯ講座）の開催及び協働事業提

案制度を活用して、団体等の活動の支援に努めた。 

ファシリテーション、企画・チラシづくり等の実践的な

スキルを習得するステップアップ講座の開催により学習機

会を提供し、人材の育成に努めた。 

○市民、事業者を主体とする協議

会での環境イベントの開催 

(環境管理課)【参考記入】 

平成２４年度から平成２６年度まで、市民、事業者を主

体とする「環境イベント協議会」主催による環境イベント

を開催した。 

 平成２６年度末に協議会は解散した。 

○公園、緑地管理における市民参

加、自治体組織等の参加 

(都市整備課) 

街区公園等の一部について、自治会へ維持管理を委託し

ている。 

また、維持管理のみではなく、草花の植栽を行い、より

美しい公園の整備に取り組んでいる自治会もある。 

 

その他の指標の推移 

指   標 指標の算定方法等 基準年(H17） H27 H28 

環境分野におけるＮ

ＰＯ等団体数 

環境分野におけるＮ

ＰＯ等団体数 
6 団体 

6団体(ＮＰＯ

法人 4、環境保

全活動団体 2） 

6団体（ＮＰＯ

法人 4、環境保

全活動団体 2） 

 

 

 

５．評価及び公表 

本報告書は、環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について、点検・評価

し、その結果を公表することにより、市民・事業者と情報を共有するとともに、次年

度以降の取り組みや、計画の見直し検討につなげるものです。なお、公表につきまし

ては、市ホームページに掲載します。  

 


