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第1章 新たな神栖市環境基本計画の策定に当たって 

 1 策定の背景 

（1） 本市の環境を取り巻く情勢の変化 

2015（平成 27）年にフランス・パリで行われた第 21 回気候変動枠組条約締約国

会議（COP 21）において，2020 年以降の新たな地球温暖化対策に関する法的枠組で

ある「パリ協定」が採択されました。パリ協定は，産業革命前と比較して気温上昇を 2℃

未満に抑制することを世界共通の長期目標とし，主要排出国を含むすべての国が削減目

標を 5 年ごとに提出・更新することなどが盛り込まれた，世界各国が協力する初めての

枠組となります。 

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」は，2015

（平成 27）年の国連総会で採択された 2016（平成 28）年から 2030 年までの国際

目標で，先進国を含めた国際社会全体が，持続可能な発展をするため，17 の目標の達

成に取り組んでいく必要があります。 

 

以上のような国際的な動向が変化している中，我が国においては，SDGs の考え方を

活用して環境・経済・社会の統合的向上の具体化を進めるための戦略を掲げた，「第五

次環境基本計画」が 2018（平成 30）年 4 月に閣議決定されました。さらに，パリ協

定の発効を受け，2030 年，さらに 2050 年を見据えた新たなエネルギー政策の方向

性を示された，「第五次エネルギー基本計画」が 2018（平成 30）年 7 月に閣議決定

され，環境分野を巡る国内外の情勢変化を受け，環境政策の新たな大綱が定められまし

た。 

その他にも，自然共生分野では，我が国の生物多様性に関する目標や戦略を示す「生

物多様性国家戦略 2012-2020」が策定され，循環型社会の分野では，SDGs に基づ

き，資源循環と低炭素化や国土の強靱化との同時達成を図ることを示した「第四次循環

型社会形成推進基本計画」が 2018（平成 30）年 6 月に閣議決定されるなど，あらゆ

る観点で環境問題の解決に向けた取組が進められています。 

 

本市では，「かみす共創まちづくりプラン（第 2 次神栖市総合計画）」（2018（平成

30）年 6 月策定）において，恵まれた自然環境と産業が調和し，うるおいと安らぎ，

安全・安心を兼ね備えたまちの形成を目指した新たな方向性が示されました。また，「神

栖市一般廃棄物処理基本計画」（2018（平成 30）年 3 月改定）や「神栖市水素エネル

ギー利活用戦略」（2017（平成 29）年 3 月策定）の改定・策定を行うなど，本市全体

に関わる環境問題の解決に向けた取組を行っています。 
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第１章 新たな神栖市環境基本計画の策定に当たって  

（2） 現行計画の振り返り 

現行計画では，将来の環境像として「人と自然が調和・共生する循環型社会のまち・

かみす」を掲げ，実現するための基本目標として「環境への負荷の少ないまち」，「自然

にやさしいまち」，「循環が構築されるまち」，「地球を大切にするまち」，「みんなが環境

保全に取り組むまち」の 5 つの分野ごとに施策を取り組んできました。 

 

【基本目標 1：環境への負荷の少ないまち】 

大気や水質などの生活環境の保全に取り組んできました。計画期間内では，大気環境

の環境基準達成を概ね維持できましたが，水質や騒音は環境基準超過地点が継続的に存

在するなどの課題が挙げられたため，これまで以上に取り組んでいくことが重要です。

さらに，PM2.5，放射性物質等をはじめとした新たな環境リスクへの対応も重要となり

ます。 

 

【基本目標 2：自然にやさしいまち】 

自然環境の適切な保全と活用を推進してきました。公園・緑地面積が拡大し，希少な

鳥類，植物・菌類等が確認できたことなど，一定の成果が見られました。一方で，自然

地域の現状調査や生物多様性保全の啓発等が継続して行われてこなかったことから，取

組をさらに進めていく必要があります。このほかにも，増加した外来生物への対応等も

大きな課題となります。 

 

【基本目標 3：循環が構築されるまち】 

資源の有効利用の推進や農業による環境への負荷の削減に努めてきました。市民・事

業者・行政が協力・連携して取り組んできた結果，本市のごみの総排出量の低減や資源

化量の増加が見られ，海岸清掃は大規模なイベントとして地域に根付きました。課題と

しては，家庭ごみの横ばい傾向が継続しているため，さらなるごみの減量化に向けた取

組を進めることが必要です。また，不法投棄が依然としてなくならず，一層のモラル向

上が必要となります。 

 

【基本目標 4：地球を大切にするまち】 

温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を推進してきました。本市の恵まれた自然環

境から，太陽光や風力等の再生可能エネルギーの導入を大幅に拡大することができまし

たが，近年の市域の温室効果ガス排出量が増加傾向にあることにも目を向ける必要があ

ります。さらに，気候変動による影響に対して適応できるよう備えていくことも重要で

す。 

 

【基本目標 5：みんなが環境保全に取り組むまち】 

市民や事業者の環境保全活動を促進するための情報提供や環境教育・環境学習を推進

してきましたが，市民活動，環境セミナー等の参加が少なく，さらなる活性化が求めら

れます。  
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（3） 神栖市環境基本条例 

神栖市環境基本条例は，2005（平成 17）年に制定され，市の環境を保全し創造し

ていくための基本理念を定めるとともに，市，事業者及び市民の責務を明らかにし，併

せて環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることによって，環境の

保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって現在及び将来の市民の

健康で安全かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。 

 

神栖市環境基本条例（2005（平成 17）年 3 月 25 日 条例第 3 号） 

（基本理念） 

第 3 条 環境の保全及び創造は，すべての市民が健康で安全かつ文化的な生活を

営むために必要とされる良好な環境を確保し，及び人と自然との共生を図ると

ともに，これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければな

らない。 

2 環境の保全及び創造は，健全で恵み豊かな環境を維持しながら，環境への負荷

が少ない，持続的発展が可能な循環型社会の構築を目的として行われなければ

ならない。 

3 環境の保全及び創造は，市，事業者及び市民がそれぞれの責務に応じた公平な

役割分担と連携のもとに積極的に取り組むことにより行われなければならな

い。 

4 地球環境保全は，人類共通の課題であるとともに，市民の健康で安全かつ文化

的な生活を将来にわたって確保するうえでの課題であることを認識し，すべて

の者がこれを自らの課題であるととらえ，それぞれの事業活動及び日常生活に

おいて積極的に推進しなければならない。 

（環境基本計画） 

第 7 条 市長は，環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るための基本となる計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければなら

ない。 

2 環境基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向 

(2) 環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

3 市長は，環境基本計画を定めるに当たっては，市民，事業者又はこれらの者の

組織する民間の団体(以下「市民等」という。)の意見を聴くために必要な措置

を講じるものとする。 

4 市長は，環境基本計画を定めるに当たっては，神栖市附属機関に関する条例(昭

和 47 年神栖町条例第 42 号)に規定する神栖市環境審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

5 市長は，環境基本計画を定めたときは，速やかにこれを公表しなければならな

い。 

6 環境基本計画の変更については，前 3 項の規定を準用する。 
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 2 計画の基本的事項 

（1） 計画の目的 

本計画は，「神栖市環境基本条例」に定めた環境の保全及び創造に関する基本理念の

実現を目的とします。 

 
（2） 計画の位置づけ 

本計画は，「神栖市環境基本条例」に基づいて策定しました。 

また，国や県をはじめとする環境関連計画や本市の関連計画との連携と整合を図りま

した。特に，本市の最上位計画である「かみす共創まちづくりプラン（第 2 次神栖市総

合計画）」を環境面で支えるものと位置づけ，両計画は相補的な関係をとることとなっ

ています。 

さらに，環境に関する目標や方向において，環境基本計画の関連計画に当たる「神栖

市一般廃棄物処理基本計画」や「神栖市都市計画マスタープラン」などの計画と，本計

画との整合を図ります。 

 

  

 

 

神栖市環境基本条例 

・第五次環境基本計画 

・茨城県環境基本計画 等 

 

かみす共創まちづくりプラン 

（第 2 次神栖市総合計画） 

 連携・整合 

連携 

・ 

調整 

連携・整合 

都市計画マスタープラン 

まちづくり 

一般廃棄物処理基本計画 

廃棄物 

環境保全率先実行計画 

温暖化対策 

水素エネルギー利活用戦略 

水道ビジョン 等 

その他 

関連計画 

連携・調整 
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（3） 計画の期間 

2019 年度から 2028 年度までの 10 年間とします。 

5 年目に計画の軌道修正等を行うための中間的な見直しを実施します。 

 
 
（4） 計画の対象地域 

本計画で対象とする地域は，市全域とします。 

 
（5） 対象とする環境の範囲 

本計画は，身近な環境問題から地球温暖化等の地球規模の環境問題までを総合的にと

らえていくものとし，生活環境，自然環境，循環型環境，地球環境，環境保全活動まで

を幅広く対象の範囲とします。 

 

環境の範囲 環境項目 

生活環境 大気，水質，騒音・振動，悪臭，土壌・地盤，化学物質 

自然環境 
野生生物（動物・植物，生態系），農地，水辺，公園・緑地， 

人と自然とのふれあい，景観 

循環型環境 ごみ，リサイクル，環境美化，水の循環，農業 

地球環境 地球温暖化，オゾン層の破壊，酸性雨，エネルギー 

環境保全活動 市民・事業者・市による環境保全活動 

 
  

 

2019年度 2023年度 2028年度 

計画開始年度 中間見直し 目標年度 
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