
1-1 1
太陽光発電等の導入
の促進

再生可能エネルギーの普及促進のため，住宅用
太陽光発電システム設置に対する補助を実施
　件数　490件　　29,170,000円 a

個人住宅からの太陽光発電により，約2300kWの
再生可能エネルギーの発電を促進した。

補助上限額が6万円から3万円に変更となった
が，補助件数を保持して継続する。
　件数　700件　予算　21,000千円 環境課

1-1 2
公共施設等への太陽
光発電の導入

民間業者に公共施設の屋根及び調整池３０か所
を，太陽光発電のため貸付けた。

a

約2400kWの発電が可能となった。 新規の公共施設施設を建設する場合は，積極的
に太陽光発電施設の設置を検討するよう助言を
する。

環境課

1-1 3
メガソーラーみと発電
所による普及促進

H25の9,319kWからH26は，51,357kWまで，出力
を増やした。

a

1000㎡以上の太陽光発電を届け出を出した事業
者に呼びかけ，出力増加につなげた。

事業者に参加呼びかけをするとともに，市有財産
の貸付けによる出力量を加える。

環境課

1-1 4
新エネルギー利用の調
査研究と普及啓発

関係各課との連絡調整

d

情報を収集し，調査を要する。 新エネルギー利用の可能性について，引き続き
検討をする。 環境課

1-1 5
新ごみ処理施設におけ
る高効率発電設備の導
入

ごみ焼却施設の整備に向けた，事業者選定に係
る手続きの実施 a

ごみ焼却施設の整備に係る施策の推進 ごみ焼却施設の整備に係る事業者選定を行う。
新ごみ処理
施設整備課

1-1 6
バイオマスエネルギー
有効利用の促進

給食調理場の廃油を利用して，市のマイクロバス
の燃料としている。 a

公用車の燃料削減に努めた。 今年度も同様に継続する。

環境課

1-1 6
バイオマスエネルギー
有効利用の促進

下水処理施設において，汚水等の浄化処理の工
程で発生する消化ガスを有効利用するため、消
化ガス発電設備による発電を運用開始。 a

年間約1,700,000ｋWhの発電を行い，電力会社か
らの買電量の削減を行うとともに，約690ｔのCO²
(H24東京電力の排出係数で計算)の削減を行っ
た。

継続して発電設備を運用し，バイオマスエネル
ギーの有効利用を図る。 下水道施設

管理事務所

1-2 7
チームみとエコプロジェ
クトなどによる省エネ行
動の促進

Co²削減エコライフチャレンジや地球温暖化度
テェックを実施
　　870千円

a

参加者増につながる工夫を要する。 エコライフチャレンジの実施時期を12月から11月
へ変更。広報方法の工夫をして実施。
　　460千円

環境課

1-2 8
環境マネジメントシステ
ム導入の促進

実績なし。

a

工業振興支援に関する補助の内，環境マネジメ
ントシステムの取得費用補助の利用がなかったた
め。

引き続き，環境マネジメントシステムの取得費用
の一部を補助し，事業者の環境保全活動を促進
する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,200千円

商工課
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1-2 9 地産地消の普及

地産地消の推進のため，農産物直売所情報の提
供及び地場農産物利用飲食店（水戸美味登録
店）の募集，ＰＲを市ホームページ等で実施。ま
た，市立小中学校全校に，本市主生産米である
コシヒカリ使用の学校米飯給食実施の支援を実
施した。
　農産物直売所　9店舗
　地産地消推進店　39店舗

a

地産地消の推進により，食物の輸送にかかるエネ
ルギー消費を抑制した。

・農産物直売所について，市ホームページ等で
の情報提供を継続する。
・地場農産物利用飲食店（水戸美味登録店）に
ついて，広報みと，市ホームページ等での募集
及びＰＲを実施する。
・市立小・中学校給食で地場農産物の利用拡大
のため，関係機関と協議する。

農業技術
センター

1-2 10 エコドライブの促進

ノーマイカーデー　（毎月第１金曜日）

a

庁内の実施状況の実態把握をしていないため，
今年度から実態把握に努める。

エコドライブの公用車実施検討

環境課

1-2 11
市民・事業者の省エネ
機器導入の促進

関係課との連携

a

啓発に努める。 イベントでLEDライトの普及促進のため，ワーク
ショップを実施

環境課

1-2 12
公共施設の省エネル
ギー化の推進

新規の施設には，省エネルギーを考慮した設計
に努めるよう助言

a

新築や改修工事のある施設には，ＬＥＤライトの
使用や太陽光発電設備を設置し，省エネルギー
化が進んだ。

新規の施設には，省エネルギーを考慮した設計
に努めるよう助言をしている。

環境課

1-2 12
公共施設の省エネル
ギー化の推進

防犯灯の維持管理を実施している町内会・自治
会等の申請に基づき，防犯灯の設置・交換費用
の一部を補助金として交付した。
※ＬＥＤ化　金額　26,924,600円
　　　　　　　 件数　　　　　1,847基
当初予算を上回ったため，予備費を充当して対
応した。

a

平成26年度においては，補助申請のあった設
置・交換合わせて1,891基のうちＬＥＤ照明は
1,847基と全体の約98％を占めており，多くの町
内会が現在の補助制度を利用してＬＥＤ化に取り
組むことができた。

防犯灯の維持管理を実施している町内会・自治
会等の申請に基づき，防犯灯の設置・交換費用
の一部を補助金として交付する。

予算額　30,880千円　（管理補助金は除く） 地域安全課

1-2 12
公共施設の省エネル
ギー化の推進

新省エネ基準3等級の市営住宅を新築（河和田
住宅1棟30戸）

　事業費　239,443,000円 a

旧省エネ基準と比較すると，暖冷房費において３
０％の節約となった。

市営住宅の省エネ化に向け，建築設計におい
て，エネルギー効率に配慮した仕様とし，省エネ
化を継続して進める。

河和田住宅建替事業（27～28年度継続事業）
234,300千円

住宅政策課
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1-2 12
公共施設の省エネル
ギー化の推進

新設する街路灯については，順次LED街路灯の
設置を進めているところであり，街路事業に併せ
て設置する街路灯につきましても，LED街路灯の
設置を検討する。
【LED街路灯設置数】
　土木補修事務所　：5基
　内原建設事務所　：3基

a

今後，施設の省エネルギー化，長寿命化等を促
進するため，引き続き，新設の街路灯について
は，LED街路灯の設置を進めていくほか，既存街
路灯につきましても，施設の長寿命化や省エネ
ルギー化を図るため，改修を検討してまいりま
す。

【３か年実施計画】
街路灯設置事業費
（土木補修事務所　8,000千円）

その他，道路新設・改良事業，街路事業に合わ
せ設置する。

建設計画課

1-2 14
次世代エコカー等の普
及促進

電気自動車の普及促進のため，公共施設５か所
に普通充電スタントを，２か所に急速充電スタンド
を設置

d

電気自動車の利用状況を把握していく必要があ
る。

電気自動車，水素自動車の利用状況の把握に
努める。 環境課

1-2 14
次世代エコカー等の普
及促進

更新車両として，ハイブリッド車を購入した。
　　　台数　１台
　　　金額　3,148,200円

a

ハイブリッド車を購入することにより，排気ガスの
排出を抑制した。

更新車両として，ハイブリッド車を購入する。
　　　台数　１台
　　　金額　7,200千円

財産活用課

1-3 15
公共交通機関の利用
促進

ノーマイカーデーの実施
　（毎月第1金曜日） a

自家用車の利用を控えることにより，温室効果ガ
スの削減に努めた。

ノーマイカーデーの実施

環境課

1-3 15
公共交通機関の利用
促進

・広報みと，市ホームページ等を活用し，公共交
通に関する情報提供を行った。
・県央地域首長懇話会においてノーマイカー
デーを実施した。

・学識経験者，交通事業者，市民，関係行政機
関等で構成する水戸市都市交通戦略会議を平
成26年７月に設置し，公共交通基本計画の策定
に向けた協議を行った。

a

・広報みとや市ホームページにより，広く市民に
対し，公共交通に関する情報提供を図ることがで
きた。
・ノーマイカーデー実施により，公共交通や地球
温暖化対策の重要性を再認識していただくきっ
かけとなった。

・水戸市都市交通戦略会議において，目指す将
来像（公共交通ビジョン）や重点施策を決定した。

・様々な情報媒体を活用し，公共交通の重要性
のPRや情報提供に努めるとともに，小学校にお
ける路線バス体験学習事業（事業費：100千円）
を実施するなど，公共交通の利用促進に努め
る。
・県央地域首長懇話会にて，ノーマイカーウィー
クを実施する。

・「水戸市公共交通基本計画」を策定し，総合的
かつ戦略的な施策の展開を図る。（事業費：
20,000千円）

交通政策課

1-3 16 自転車の利用促進

　慢性的な満車状態であった赤塚駅北口・南口
自転車駐車場において，平成２６年４月から定期
使用登録方法の変更（エリア指定方式の導入）を
行った。
　これに伴い，赤塚駅北口周辺における自転車
放置禁止区域を拡大した。

【平成26年度実績】
全自転車駐車場の自転車利用件数146,577件
（前年比6,525件増）
自転車使用料90,169,050円
（前年比70,650円増）

a

　慢性的な満車状態であった赤塚駅北口・南口
自転車駐車場において，平成２６年４月から定期
使用登録方法の変更（エリア指定方式の導入）を
行い，登録可能台数を各１００台分増加させたこ
とにより，平成２５年５月時点で最大８０台のキャン
セル待ちがあったが，解消され，利用希望者全員
を受け入れた。
　これに伴い，赤塚駅北口周辺における自転車
放置禁止区域を拡大したことにより，慢性的に放
置されていた自転車がなくなるとともに，自転車
駐車場の利用増を見込んだ。

　更なる自転車の利用促進を目指すため，指定
管理者制度を活用した施設の管理・運営により，
よりよい市民サービスの向上と効率的な管理・運
営を図っていく。

指定管理料　74,774千円
地域安全課
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1-3 16
自転車の利用促進

自転車利用環境整備計画の検討
市内における自転車の利用促進を図るため，
H26年度に学識経験者，関係団体，関係行政機
関で構成する「水戸市自転車利用環境整備審議
会」を立上げ，市内における自転車利用環境整
備の計画策定を進める。

a

今後，自転車利用環境整備審議会において策
定される計画に基づき，安全で快適に走行できる
自転車道等の整備を進めてまいります。

H27所管替えにより，交通政策課が担当

建設計画課

1-3 17
都市交通の円滑化の
推進

・広報みと，市ホームページ等を活用し，公共交
通に関する情報提供を行った。
・県央地域首長懇話会においてノーマイカー
デーを実施した。

・学識経験者，交通事業者，市民，関係行政機
関等で構成する水戸市都市交通戦略会議を平
成26年７月に設置し，公共交通基本計画の策定
に向けた協議を行った。

a

・広報みとや市ホームページにより，広く市民に
対し，公共交通に関する情報提供を図ることがで
きた。
・ノーマイカーデー実施により，公共交通や地球
温暖化対策の重要性を再認識していただくきっ
かけとなった。

・水戸市都市交通戦略会議において，目指す将
来像（公共交通ビジョン）や重点施策を決定した。

・様々な情報媒体を活用し，公共交通の重要性
のPRや情報提供に努めるとともに，小学校にお
ける路線バス体験学習事業（事業費：100千円）
を実施するなど，公共交通の利用促進に努め
る。
・県央地域首長懇話会にて，ノーマイカーウィー
クを実施する。

・「水戸市公共交通基本計画」を策定し，総合的
かつ戦略的な施策の展開を図る。（事業費：
20,000千円）

交通政策課

1-3 17
都市交通の円滑化の
推進

交通渋滞の解消を図るため，道路新設改良事業
や交通安全施設整備等において，交差点改良を
進めていくほか，街路事業の整備を推進する。
【事業中の都市計画道路】
(都)3・3・2号中大野中河内線(市施工：松が丘工
区，大野工区）（県施工：酒門工区）
(都)3・3・16号梅香下千波線（市施工：畑中工区）
（県施工：米沢工区）
(都)3・4・149号赤塚駅西線（市施工）

a

引き続き，集中する交通の分散を図り，都市交通
の円滑化を推進してまいります。

【３か年実施計画】
都市計画道路事業
　（道路建設課　　　　1,422,060千円）
　（内原建設事務所　　　86,000千円）

建設計画課

1-3 18
魅力・活力集積型の都
市空間整備

都市間の連携を図り，まちの社会基盤となる都市
計画道路3・3・2中大野中河内線や都市計画道
路3・3・16号梅香下千波線，赤塚拠点周辺にお
ける円滑な交通体系の構築に必要な都市計画道
路3・4・149号赤塚駅西線といった都市計画道路
をはじめとした道路整備を推進する。
【事業中の都市計画道路】
(都)3・3・2号中大野中河内線(市施工：松が丘工
区，大野工区）（県施工：酒門工区）
(都)3・3・16号梅香下千波線（市施工：畑中工区）
（県施工：米沢工区）
(都)3・4・149号赤塚駅西線（市施工）

a

引き続き，より効率的効果的に，各拠点の機能や
魅力の向上，集積が図られるよう事業を推進して
まいります。

【３か年実施計画】
都市計画道路事業
　（道路建設課　　　　1,422,060千円）
　（内原建設事務所　　　86,000千円）

建設計画課
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1-3 18
魅力・活力集積型の都
市空間整備

水戸市都市計画マスタープラン（第2次）を策定

a

「地球環境の保全・自然環境との共生」というまち
づくりの視点（他に3視点）に基づき，土地利用，
道路・交通，公園・緑地，下水道・河川，市街地
開発事業等の５つの分野に関する都市計画の方
針を示し，個別施策の位置づけを行った。
※別添・施策の体系参照

計画に位置付けた施策の推進

立地適正化計画の現況調査

都市計画課

1-3 19
低炭素まちづくりの推
進

水戸市都市計画マスタープラン（第2次）を策定

a

「地球環境の保全・自然環境との共生」というまち
づくりの視点（他に3視点）に基づき，土地利用，
道路・交通，公園・緑地，下水道・河川，市街地
開発事業等の５つの分野に関する都市計画の方
針を示し，個別施策の位置づけを行った。

計画に位置付けた施策の推進

都市計画課

1-4 20 オゾン層保護への対応

市民や事業者に家電リサイクル法の周知を行
い，適正に処理してもらうよう啓発した。また，市
有地に不法投棄された冷蔵庫やエアコンを回収
し，適正に処理を行った。

a

法制度の周知により，適正に処理されるとともに，
冷蔵庫などの不法投棄物は減少したと思われ
る。

不法投棄物回収　予算1,122千円

ごみ対策課

1-4 21 酸性雨対策の推進
酸性雨調査を実施し，結果を公表した。

a

酸性雨を監視，調査し経年的変化をとらえること
ができた。

酸性雨調査を継続し監視を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　264千円 環境課

2-1 22
総合的な廃棄物対策
の推進

水戸市ごみ処理基本計画（第３次）を策定した。

a

第３次計画に新たな目標項目・数値を掲げ，その
実現に向け，計画に位置付けた施策に取り組む
こととした。
　目標項目・数値１　１人１日当たりのごみ排出量
　　2023（H35）年度までに約25％以上削減
　　（2000（H12）年度比）
　目標項目・数値１－①　１人１日当たりの家庭系ごみ排出量
　　2023（H35）年度までに約25％以上削減
　　（2000（H12）年度比）
　目標項目・数値１－②　事業系ごみ排出量
　　2023（H35）年度までに約20％以上削減
　　（2000（H12）年度比）
　目標項目・数値２　リサイクル率
　　2023（H35）年度までに25％以上

計画の進行管理

ごみ対策課

2-1 23
家庭ごみの減量化の推
進

・広報紙特集　１回
・ごみマガ　１回
・市ホームページなど情報提供に努めた。

a

ごみ減量化の啓発活動等の効果により，総ごみ
量が対前年度比で2,257.46トン減少した。

広報紙特集，ごみマガ，水戸市ＨＰによる啓発

ごみ対策課
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2-1 24
生ごみ処理機器の普及
促進

・生ごみ処理容器購入費補助
　　71器　65人　179,800円
・生ごみ処理機購入費補助
　　25基　25人　506,600円
・生ごみ処理機器販売店への補助金制度の周知

a

生ごみ処理容器購入に対する補助が６５人，生ご
み処理機購入に対する補助が２５人あった。

生ごみ処理機器購入に対する補助の継続
予算1,470千円

ごみ対策課

2-1 25
事業系ごみの排出削減
の啓発

事業系ごみ適正処理チラシを，商工会議所等を
通して，市内の各事業所へ約５，５００部配布し
た。

a

事業系ごみ適正処理における意識の向上につな
がった。

事業系ごみ実態調査　予算290千円

ごみ対策課

2-1 26
エコ・ショップの加入及
び利用の促進

エコショップ認定店舗数　40店

a

3店舗が認定から外れる。 引き続き，広報による加盟店募集及び啓発を推
進する。 ごみ対策課

2-1 27 レジ袋削減の推進

スーパーなどレジ袋削減運動の取組みに関する
協定締結　１１事業者３２店舗 a

レジ袋辞退率83.9％。 引き続き，レジ袋削減の啓発を推進する。

ごみ対策課

2-2 28
資源物回収システムの
充実

使用済小型電子機器等（小型家電）の拠点回収
を実施した（市内10か所）。

a

平成26年３月から，市内10か所において拠点回
収を実施しているが，今後は拠点を増やすととも
に，イベントにおける回収など，回収機会を拡大
する必要がある。

新ごみ処理施設稼働に合わせ，新たな資源回収
品目の追加について検討を進めるとともに，小型
家電回収の充実を図る。 ごみ対策課

2-2 29 リサイクル活動の促進

再生品のＰＲ及び資源回収を促進した。

a

市民，事業者に対してリサイクル活動の促進を図
ることができた。

引き続き再生品のＰＲ及び資源回収促進を予定
する。 ごみ対策課

2-2 29 リサイクル活動の促進

・市内で活動する消費者団体のリサイクル活動支
援を行った。
・資源物回収等についての，リーフレットの配布
等により情報提供を行った。

a

広報紙やリーフレット等の配布により，住民に対し
情報提供を行い，リサイクル活動を促進した。

平成27年度においても，継続して実施する。

市民生活課

2-2 30
リサイクルセンターの整
備

リサイクルセンターの整備に向けた，事業者選定
に係る手続きの実施 a

リサイクルセンターの整備に係る施策の推進 リサイクルセンターの整備に係る事業者選定を行
う。 新ごみ処理

施設整備課

2-3 31
ごみの適正な分別・処
理の推進

ガスボンベや乾電池の正しい出し方について適
正処理チラシを町内会に班回覧を行った。 a

抑止効果が見られるが，個々の意識に差がある。 啓発チラシ　作成配布　予算660千円

ごみ対策課
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2-3 32
新ごみ処理施設等の整
備

新清掃工場の整備に向けた事業者選定に係る
手続き及び流末整備工事の実施。また，アクセス
道路の森戸町区間に係る詳細設計及び用地測
量等の実施。

平成26年度決算額　120,698千円

a

新ごみ処理施設整備に係る施策の推進 新清掃工場の整備に係る事業者選定の手続きを
進めるとともに，基盤施設関係として，造成工事
及び調整池整備工事等を行う。

　平成27年度予算額　1,181,200千円

新ごみ処理
施設整備課

2-3 32
新ごみ処理施設等の整
備

小吹清掃工場の機能維持と公害防止のため，修
繕工事を実施し，89,627ｔ／年の可燃ごみ処理を
行った。 a

焼却設備等の定期修繕により，安定したごみの
焼却処理及び公害防止ができた。

小吹清掃工場の機能維持と公害防止のため，修
繕工事を実施する。
　535,000千円 清掃事務所

2-3 33
不適正なごみ焼却の防
止

苦情発生時に行為者に対して指導を行った。ま
た，広報みとに記事を掲載し，啓発を図った。通
報件数108件 a

抑止効果が見られるが，地域性により市民意識に
差がある。

広報，ホームページにより啓発し，苦情発生時に
は指導を行う。

ごみ対策課

2-3 34
不法投棄防止対策の
充実

不法投棄防止監視員による見回りや不法投棄防
止監視カメラを１３台運用することにより，監視活
動を行った。 a

監視員からの不法投棄に関する通報２０件 不法投棄防止監視員及び不法投棄防止監視カ
メラによる監視活動
　予算4,642千円 ごみ対策課

3-1 35 生活排水対策の推進

普及率の向上

大塚幹線，逆川幹線，洒門幹線，常澄幹線等の
幹線工事
渡里，堀，見川，洒門，米沢，杉崎地区等の面整
備

a

下水道普及率の向上
平成26年度末現在
行政人口　　　　272,516人
処理区域人口　209,972人
下水道普及率　77.0%

普及率の向上

河和田幹線，大塚幹線，逆川幹線，常澄幹線等
の幹線工事
渡里，堀，見川，洒門，米沢，杉崎地区等の面整
備
 2,231,200千円

下水道
管理課

3-1 36
農業集落排水事業の
推進

低コスト型農業集落排水施設更新支援事業予備
設計委託
　　　　　　　　　　  　　　　529,200円
　
　管路布設工事　　　 21,589,200円
　管路改修工事　 　　42,876,000円

a

既存農業集落排水処理施設の機能強化，改修
の検討を進めるとともに，管路の布設・改修工事
を実施し，農業用水等の水質保全に努めた。

宿根古屋地区処理施設改修調査委託　　5,000
千円

内原北部地区処理施設水道管敷設工事 2,200
千円

管路施設工事　　　　 43,000千円

農業環境
整備課
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3-1 37
合併処理浄化槽の設
置促進

集合処理が困難な地域における生活排水対策と
して，合併処理浄化槽の設置及び単独処理浄化
槽の撤去に対する補助を実施

合併処理浄化槽設置補助事業
　件数　　273基 　金額　　139,884,000円
上記のうち，単独処理浄化槽撤去補助事業対象
　件数　　42基
　金額　　3,780,000円

a

単独処理浄化槽やくみ取りからの転換が進み，
水戸市全域における生活排水処理総合普及率
が88.5％(平成25年度末時点)から89.4％(平成26
年度末時点)に向上した。

補助事業を継続する。　　　177,570千円

衛生管理課

3-1 38 水質浄化対策の推進

「桜川清流ルネッサンスⅡ」の計画に基づき，千
波湖の水質改善として河川からの導水，ジェット
ストリーマーなどを実施。アオコ対策としてアオコ
集積防止装置の設置・運転を実施。

金額　53,795,326円

a

千波湖の水質のCOD75%値は，
H24 21.0，　H25 17.0，　H26 14.0　（目標値8.0）
となっており，震災前のレベルに戻りつつある。
　アオコ集積防止装置では，湖岸約100ｍ，面積
約3,700㎡の範囲でのアオコの集積が見られな
かった。

引き続き事業を実施するとともに，より効果的な水
質浄化対策を図っていく。
　　54,480千円

公園緑地課

3-2 39
自然景観・生態系に配
慮した整備

自然環境調査東部実施
　4,158,000円

a

必要に応じて、自然環境調査の結果について助
言をする。

自然環境調査西部実施
　3,900千円

環境課

3-2 39
自然景観・生態系に配
慮した整備

なし

d

今後の河川整備等において自然景観・生態系に
配慮すべき事案がある際には検討する。

なし

河川都市
排水課

3-2 39
自然景観・生態系に配
慮した整備

六反田池地区ため池整備　 32,524,200円

内原地区（自然１号・湯泉池）ため池整備
　　　　　　　　　42,100,000円

a

出来る限り自然景観を損なわない様，配慮でき
た。

六反田池地区ため池整備　　32,000千円

農業環境
整備課

3-2 40
偕楽園公園（千波公園
等）の整備

偕楽園公園(千波公園等)整備基本計画策定業
務委託による，千波公園の具体的な整備に向け
た基本計画の策定。

　金額　　9,774,000円

a

旅行業者，観光雑誌記者等をモニターとした，偕
楽園・千波公園のモニターツアーを実施し，ニー
ズの把握を行った。

　偕楽園公園(千波公園等)整備基本計画策定業
務委託による，千波公園の具体的な整備に向け
た基本計画の策定。

　　　　　　　　　　　　　9,774(繰り越し)

公園緑地課

3-2 41
市民主体のビオトープ
づくりの推進

木戸房池のビオトーブづくりを市民協働で実施し
ている。 a

市民活動により，環境保全が進んだ。 ビオトープ完成

環境課
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3-2 41
市民主体のビオトープ
づくりの推進

市民との協働による千波湖の水質浄化対策とし
て，千波公園南岸湧水流入口にビオトープ造成
に対する補助を実施。
　金額　2,150,000円

a

ビオトープ造成後では，新たな魚類として３種類
（モツゴ，タモロコ，ヨシノボリ）が確認された。

今年度は，植物の根付き方や成長，増殖など観
測し，造成したどビオトープの経過監視としてい
る。 公園緑地課

3-2 42
河川敷等の美化・清掃
活動の促進

桜川水系クリーン作戦実施（11月１日）
石川川清掃実施（12月7日） a

年々回収されるごみの量が減ってきている。 桜川水系クリーン作戦実施　　102千円
石川川清掃実施（クリーンアップひぬまネットワーク補助） 環境課

3-2 42
河川敷等の美化・清掃
活動の促進

河川の美化・愛護意識の向上を目指し，7月13日
に那珂川水系一斉クリーン作戦を実施。

a

約1,480名の参加により，可燃物約770ｋｇ・不燃物
約270ｋｇのごみを回収した。

26年度と同様の内容で実施する。
　　305千円 河川都市

排水課

3-3 43 地下水かん養の促進

雨水貯留施設設置補助実施
　H26　36件　　　790,000円 a

制度の広報に努める必要がある。 雨水貯留施設設置補助実施　　1,000千円

環境課

3-3 43 地下水かん養の促進

自然植生の回復のため，森林公園で植樹祭を実
施。
　参加者数：約60名
平地林保全事業：下刈・間伐10ha

a

平地林の保全が図れた。 市民参加の森づくり「植樹祭」　　　720千円
平地林の保全　　　10ha

農政課

3-3 43
地下水かん養の促進

公共施設である道路の舗装について，地下水か
ん養を促進するため，都市部における歩道や自
転車道等においては，可能な限り雨水を道路の
路面化に円滑に浸透させる構造とするよう平成25
年3月に条例を制定し，事業を推進している。

a

今後も，道路整備において地下水かん養が図れ
るよう事業を推進してまいります。

事業継続

建設計画課

3-3 44 雨水利用の促進

雨水貯留施設設置補助実施
　H26　36件　　　790,000円 a

制度の周知に努める必要がある。 雨水貯留施設設置補助実施　　1,000千円

環境課

3-3 45
節水についての意識啓
発

小学生向け小冊子「水戸の水道」において，普段
のくらしの中で水を上手に工夫して使用する方法
を掲載。
毎年６月１日～６月７日にかけて，全国的に実施
される水道週間において，水を大切にする意識
を醸成するポスターを掲示

a

節水意識の向上を図るとともに，貴重な水資源へ
の理解を促進した。

「水戸の水道」発刊の継続　　525千円

水道週間において，節水意識向上を図るポス
ターの掲示 水道総務課
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4-1 46
公園・緑地の計画的な
整備

千波公園，大塚池公園，(仮称）東部公園の整備
及び街区公園・児童遊園等のリニューアル整備
を実施。

　金額　　272,504,000円

a

公園・緑地について，計画的に整備を実施した。 千波公園，(仮称）東部公園，七ツ洞公園等の整
備及び街区公園・児童遊園等のリニューアル整
備推進。
公園施設長寿命化計画に沿って，公園施設の改
修工事を計画的に実施する。
                                     393,200千円

公園緑地課

4-1 47 身近な緑の創出

緑豊かで安全な生活環境を確保するため，生垣
の設置に対する補助を実施した。また，保存樹等
への支援などにより，貴重な樹木や樹林の保全を
図った。

　生垣設置補助件数　　  　　   15件
　生垣設置補助金額 　1,057,000円
　保存樹本数                      209本
  保存樹林地面積     660,832.31㎡
  保存生垣面積            2,042.60㎡
  保存樹等指定奨励金   5,753,800円

a

生垣設置に対する奨励補助金交付により，個人
住宅への生垣設置を延長245.7m促進した。
また，保存樹等の指定により，貴重な緑地，樹
木，樹林地等を保全したが，保存樹等の新規指
定はされなかった。

引き続き事業を実施するとともに，保存樹等の指
定数の拡大を図っていく。

                                         8,794千円

公園緑地課

4-2 48
市民との協働による緑
の保全

市街地北側の特別緑地保全地区について，所有
者や地域住民との連携を進めながら保全を図っ
た。また、保存樹等の指定及び保存の支援によ
り，貴重な樹木や樹林の保全を図った。

　特別緑地保全地区面積  約24.0ha
　保存樹本数                      209本
  保存樹林地面積     660,832.31㎡
  保存生垣面積            2,042.60㎡
  保存樹等指定奨励金  5,753,800円

a

特別緑地保全地区及び保存樹等の指定により，
貴重な緑地，樹木，樹林地等を保全したが，保存
樹等の新規指定はされなかった。

引き続き事業を実施するとともに，保存樹等の指
定数の拡大を図っていく。

                                         5,794千円

公園緑地課

4-2 49 森林公園の保全と活用

木々の健全な育成のため，平地林の保全に係る
下刈り・間伐や，松くい虫防除に係る薬剤地上散
布・伐倒駆除を実施。
平地林保全事業：下刈・間伐10ha
松くい虫防除：薬剤地上散布６ha×２回
伐倒駆除20㎥

a

森林公園の保全を図り，来園者の快適な利用が
図れた。

森林公園の保全事業
　　平地林の整備：9,000千円
　　松くい虫の防除：1,564千円

農政課

4-2 50 農地の保全

環境にやさしい農業に取り組む農業者（エコ
ファーマー）を推進するため，県と連携し，実施し
た。

　エコファーマー認定者数　165人

a

エコファーマーの推進により，化学肥料や化学合
成農薬に頼らない環境にやさしい農業を促進し
た。

環境にやさしい農業に取り組む農業者（エコ
ファーマー）を推進するため，県と連携し，実施す
る。 農業技術

センター

10
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4-2 50 農地の保全

活動組織の構成員による共同活動を通じ，農地・
農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と
質的向上を図ることを目的とした，地域活動組織
に助成を行った。
　　　活動組織数：37組織

a

地域の自主的な活動を支援することにより，農
業・農村の多面的機能の維持・発揮を促進した。

農業農村の多面的機能の維持，発揮を図る地域
活動を支援する。　　　　　　　　　　　91,424千円

農政課

4-2 51 水辺の生態系の保全

ホタルの生息状況調査実施　371,000円
サケの遡上に関する事業実施　3,754,000円

a

ホタルやサケの遡上の状況について把握し，今
後の保全活動に役立てることができた。

ホタルの生息状況調査実施　392千円
サケの遡上に関する事業実施　4,330千円

環境課

4-2 52
自然環境調査・自然観
察会の実施

自然環境調査東部実施　4,158,000円
千波湖環境学習会への補助　280,000円

a

自然環境調査を実施したことにより，現況を把握
し，今後の施策に活かすことができた。

自然環境調査西部実施　3,900千円
千波湖環境学習会への補助　280千円

環境課

4-2 52
自然環境調査・自然観
察会の実施

森林公園で定期的に自然体験や自然観察会を
行った。   イベント数：30件

a

森林公園において，植物観察会や昆虫観察会を
実施し，森林の保全を促進した。

森林公園において，自然観察会等を実施　各種
イベント約30件予定

農政課

4-2 52
自然環境調査・自然観
察会の実施

水戸市芸術祭の一環として，自然観察会を実施
した。
　期　日　　平成26年７月26日（土）～27日（日）
　場　所　　長野県小諸市
　参加者　 35名 a

自然観察会の実施により，参加者が自然に親し
むことができ，自然を大切にする意識の啓発を図
ることができた。

水戸市芸術祭の一環として，自然観察会を実施
する。
　期　日　　平成27年６月26日（金）～27日（土）
　場　所　　栃木県日光市
　　　　　　　　　　　　　　　5,500千円
（※市文化振興協議会への補助金額。うち，
70,000円を市文化振興協議会から，自然観察会
に補助。）

文化交流課

4-2 53
野生鳥獣の適切な保
護

有害鳥獣捕獲の許可（41件）
鳥獣飼養登録（1件） a

住民生活の安定化を図った。 適切に実態を把握し，有害鳥獣捕獲の許可を行
う。 環境課

4-2 53
野生鳥獣の適切な保
護

○有害鳥獣イノシシの捕獲
・捕獲頭数　100頭　・捕獲報償金　2,740,000円

○イノシシ被害防止対策のための電気防護柵設
置に対する補助
・設置数　2件　・補助金　40,000円

a

有害鳥獣イノシシによる農作物被害を軽減して農
業の安定化を図った。

有害鳥獣イノシシによる農作物被害を軽減して
農業の安定化を図るとともに，人と野生鳥獣との
共存を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,970千円

農業技術
センター

5-1 54 大気汚染の監視

降下ばいじん，酸性雨，二酸化窒素調査を実施
した。

a

大気等の環境を監視，調査し経年的変化をとら
えることができた。

降下ばいじん調査等環境監視業務を行う。
                                             902千円 環境課
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5-1 55
工場・事業場の調査と
指導

一般粉じん特定施設の届出を提出させ，一般粉
じん対策などの指導を行っている。

a

公害苦情処理の中で一部改善した。 公害苦情処理の他，届出受付時にも大気汚染な
どを軽減させる指導を継続する。 環境課

5-1 56 公害防止協定の締結

公害防止協定締結数　66　件
　(平成26年度末現在)

a

公害防止協定の締結を行い，締結内容が適切に
履行するよう指導した。

公害防止協定の締結を推進する。

環境課

5-2 57
公共用水域の水質監
視

16河川・2湖沼の水質調査を実施した。

a

水質等の環境を監視し，経年的変化をとらえるこ
とができた。また，調査結果を公表した。

公共用水域水質調査等環境監視業務を行う。
                                               180千円 環境課

5-2 58
工場・事業場への監視
と指導

水質汚濁法等に基づく，特定事業場について，
立入調査を実施し，排水について分析調査し
た。 a

排水の水質検査を行った事業所は，いずれも排
水基準に適合していた。事業所には引き続き，適
正な維持管理をお願いした。

30事業所について立入調査を実施予定。基準を
超過した事業所に対して改善計画書の提出を求
める等の指導を行う。
                                                  273千円

環境課

5-2 59 公害防止協定の締結

公害防止協定締結数　66件
　(平成26年度末現在)

a

公害防止協定の締結を行い，締結内容が適切に
履行するよう指導した。

公害防止協定の締結を推進する。

環境課

5-3 60 地下水水質の監視

地下水，井戸水の水質調査4箇所を実施した。

a

地下水の水質等を監視，調査し現況をとらえるこ
とができた。

地下水，井戸水の継続して水質の監視，調査す
る。
                                                   35千円

環境課

5-3 61
土壌汚染の拡大防止
の指導

土壌汚染に関する届出等の審査，指導及び調査
を実施した。 a

法令に基づき指導及び調査し，要措置区域等の
指定を行い汚染の拡大防止を行った。

届出の審査，指導及び調査を継続する。また指
定された区域の適切な管理や除去等の措置に
ついて，指導，監視を継続する。

環境課

5-4 62 自動車騒音の監視

自動車騒音調査を4地点で実施した。

a

調査の結果，４地点とも要請限度内であった。 道路交通騒音の調査（４地点）を継続して実施す
る。 環境課

5-4 63
工場・事業場への監視
と指導

公害苦情処理等の中で騒音，振動，悪臭等の防
止の指導，監視を行った。また立入調査も実施し
た。 a

法令に基づき適宜指導し，公害苦情処理の中で
一部改善した。

公害苦情処理の他，届出受付時にも，騒音，振
動，悪臭を軽減させる指導を継続する。
                                                 286千円 環境課

5-4 64 公害防止協定の締結

公害防止協定締結数　66件
　(平成26年度末現在) a

公害防止協定の締結を行い，締結内容が適切に
履行するよう指導した。

公害防止協定の締結を推進する。

環境課

5-4 65
近隣騒音・悪臭の防止
対策の推進

公害苦情処理等の中で公害防止の指導・啓発を
実施した。 a

発生源者（一般家庭及び飲食店等）に対して指
導・啓発を行った。

公害苦情処理において指導・啓発を行う。

環境課
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5-5 66 有害化学物質の監視

状況に応じて実施する。26年度は市独自で測定
を要する問題，事案の発生はなかった。 a

特に市独自で測定等を行う問題の発生がなかっ
た。

必要な状況が生じた場合に測定等を行い公表を
行う。 環境課

5-5 67 原子力災害への対策

【主な実績】
○東海第二発電所周辺の１５自治体による東海
第二発電所安全対策首長会議の発足（Ｈ26．
12）
○広域避難計画の策定推進（災害時要配慮者
対策の充実等）
○安定ヨウ素剤，原子力防災資機材の整備
○原子力に関する知識の普及・啓発

   ・原子力に関する図書の配備（市民

     センター，市立図書館等に配備）

※金額　5,421,604円
　※原子力災害対策経費決算額
　※施策番号73に係る費用を含む。

a

東海第二発電所安全対策首長会議の発足等に
より，関係自治体との情報の共有化，連携強化が
図られた。
また，安定ヨウ素剤，原子力防災資機材の整備
により防災体制の強化を図るとともに，原子力に
関する図書を市民センター等に配備することによ
り，市民の原子力に関する正しい理解を促進する
ことができた。

【主な取組】
○東海第二発電所安全対策首長会議の構成15
自治体による検討会議（担当課長による会合）の
定期的な開催
○広域避難計画の策定（Ｈ27年度目途）
○安定ヨウ素剤，原子力防災資機材の整備
○原子力に関する知識の普及・啓発
   ・全小・中学校への原子力に関する図書の配
備
　 ・ＦＭぱるるんとの連携による防災
　　インフォメーション放送の実施【新規】

※4,598
※原子力災害対策経費予算額
※施策番号73に係る費用を含む。

地域安全課

5-5 68
空間放射線量等の監
視

小吹清掃工場及び最終処分場の空間放射線量
と含有放射性物質量を測定監視し，市民への情
報提供を行った。
空間放射線量測定：毎週
含有放射性物質量測定：排ガス３回，埋立て灰１
回，放流水１２回，地下水１２回

a

空間放射線量等の測定結果を情報提供すること
により，市民の不安軽減に努めた。

小吹清掃工場及び最終処分場の空間放射線量
と含有放射性物質量を測定監視し，市民へ情報
提供を行う。

　　　　小吹清掃工場　　414千円
　　　　最終処分場　　　 311千円

清掃事務所

5-5 68
空間放射線量等の監
視

地場農産物等への生産者及び消費者の不安を
払拭するため農産物等の放射線物質検査を実
施。
農産物直売所サンプリング検査：26件
自家用消費用野菜検査：201件

a

農産物の放射線物質検査を実施し，検査結果を
公表することにより，市内農産物の安全性をPRで
きた。

市内農産物の放射線物質検査の実施
　　　　　　　　　　　　　3,090千円

農政課

6-1 69 街路樹等の整備

道路の利用状況を勘案し，植樹帯の必要性を検
討する。
これまで，まちの緑化等により，景観に配慮し良
好な交通環境を創出することを目的として，都市
部における道路には，植樹帯の設置が義務付け
られてきたが，これらの機能を代替できるような緑
地等が周辺にあるなどといった場合に限られた道
路空間をより有効にかつ安全に活用できるよう平
成25年3月に条例を制定したところである。

a

道路の利用状況を考慮しながら，道路整備にあ
わせた街路樹等の整備を実施する。

事業継続
（道路の利用状況を勘案し，植樹帯の必要性を
検討する。）

建設計画課
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6-1 70 良好な景観の形成

○景観法に基づく大規模建築物等の届出による
景観誘導の実施　　届出等件数：34件
○茨城県風致地区条例に基づく許可  件数：69
件
○水戸市屋外広告物条例に基づく許可  件数：
665件
○違反広告物の除却  件数：2,837件
○高度地区による高さ規制の実施

a ・大規模建築物等の届出による景観誘導，風致
地区における許可による自然的景観の保全，屋
外広告物の適正化，高度地区による高さ規制な
どを行うことで，良好な景観形成が進んだ。

大規模建築物等の届出による景観誘導，風致地
区における許可による自然的景観の保全，屋外
広告物の適正化，高度地区による高さ規制など
を引き続き行う。

○事業費
屋外広告物関係経費　3,877千円
・シルバー人材センターによる違反広告物撤去
業務等

都市計画課

6-1 71
魅力ある道路景観の形
成

事業推進：水戸市内においては，特に都市核を
中心とした地域や新庁舎周辺地域において，良
好なまちなみの形成を図るため，電線地中化等
による魅力ある道路景観の形成を推進する。

a

今後も計画的に事業を推進する。 事業継続

建設計画課

6-1 71
魅力ある道路景観の形
成

○市が整備する道路やサインについて水戸市公
共施設景観形成ガイドラインや水戸市サインマ
ニュアル等に基づき助言を行った。
○道路沿道において，建築物，屋外広告物等の
規制誘導を行った。

a ・景観に配慮した道路やサインの整備が図られ，
景観形成における先導的役割を果たした。
・道路沿道において，建築物，屋外広告物等の
規制誘導により，良好なまちなみの形成が図られ
た。

・市が整備する道路やサインについて，水戸市公
共施設景観形成ガイドラインや水戸市サインマ
ニュアル等に基づき，引き続き，助言を行う。
・道路沿道において，建築物，屋外広告物等の
規制誘導を引き続き行う。

都市計画課

6-1 72
人と環境に配慮した施
設の整備

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく特
定公共的施設新築等工事届出書件数　15件
　
水戸市福祉環境整備要綱に基づく事前協議件
数　30件

a

基本的には，申請者に対して，条例や要綱に基
づき整備基準が設けられていることの周知と実際
に建築物を施工する際に整備基準を満たす努力
義務の意識づけを行うことができた。

 障害者や高齢者など，社会的にハンディキャッ
プをもった人が建築物や公的施設等を安全かつ
快適に利用できるようにするため，建築主及び関
係者の理解と協力を得て整備を図り，障害者等
の生活圏の拡大及び福祉のまちづくりを推進す
る。

福祉総務課

6-1 73
都市景観重点地区の
指定

○都市景観重点地区に指定された備前堀沿道
地区における優れた都市景観づくりに寄与する
行為に対し，助成を行った。
　26年度助成実績：1件（外構）

a ・備前堀沿道地区では，1件の和風板塀による外
構工事に対し助成を行い，備前堀と調和した落
ち着きと潤いのある，街並みづくりが進んだ。

都市景観重点地区に指定されている備前堀沿道
地区において助成事業を引き続き実施する。ま
た，新たな都市景観重点地区（弘道館・水戸城
跡周辺地区）の指定に向け現況調査を行う。

○事業費
都市景観重点地区関係経費　6,500千円
・備前堀沿道地区における景観形成助成事業
3,000千円
・新たな重点地区指定に向けた景観等現況調査
委託　3,500千円

都市計画課
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6-2 74
文化財等の適切な保
護，保存，活用

１　国指定史跡台渡里官衙遺跡群の整備（主要
建造物範囲確認調査）
２　国指定史跡吉田古墳の整備（用地取得）
３　市指定建造物中原不動尊本堂保存修理事業
４　市指定天然記念物ヒカリモの検証・活用事業 a

事業計画に基づき，事業を進めることができた。 １　国指定史跡台渡里官衙遺跡群の整備（基本
計画）　72,800
２　国指定史跡吉田古墳の整備（実施設計）
42,800
３　水戸城建造物の復元整備（実施設計）
30,000
４　市指定天然記念物白旗山八幡宮オハツキイ
チョウの樹勢回復対策　600

歴史文化財課

6-2 75
世界遺産の登録に向け
た取組の促進

弘道館をはじめとした教育遺産の世界遺産登録
を目指し，関係自治体との推進協議会を通じた
広域連携による学術的な調査・研究等を実施 a

事業計画に基づき，事業を進めることができた。 弘道館をはじめとした教育遺産の世界遺産登録
を目指し，関係自治体との推進協議会を通じた
広域連携による学術的な調査・研究等を実施
4,626

歴史文化財課

6-3 76 身近なまちの美化

空き缶ポイ捨てによる、巡回（3回）
犬のふん害防止啓発看板の配布（238枚）
ポイ捨て防止啓発看板の配布（17枚） a

街の美化が図られた。 空き缶ポイ捨てによる、巡回
犬のふん害防止啓発看板の配布

環境課

6-3 77
安心で快適なまちの維
持

管理不良状態の空き地、空家については、まち
の美観、衛生、防犯、防災上の問題があることか
ら、適正に管理するよう指導や依頼を行った。
また、歩行の妨げになる放置自転車に対しても、
撤去及び指導を行った。

【平成26年度実績】
空き地・空家等相談処理件数　472件
放置自転車撤去台数　　　　　1,612台
放置自転車撤去作業委託料 　8,693,000円

a

所有者との連絡が取れない管理不良状態の空き
地，空家においては，所有者等の確認を行い，
適正に管理するよう指導や依頼を行うことができ
た。

放置自転車の撤去を行うことにより，歩行者の安
全を確保し，市民の良好な生活環境を保持する
ことができた。

空家については，特措法が平成27年５月に完全
施行されたことに伴い，空家等対策のあり方や庁
内連携体制の構築など，県と歩調を合わせなが
ら対応していく。

歩行者の安全を確保し，市民の良好な生活環境
を保持するため，委託業務による放置自転車撤
去作業を行う。
放置自転車撤去作業委託料　8,882千円

地域安全課

6-3 78
地域による美化活動の
支援

花壇コンクールを実施し，各地区の各種団体等
の優れた花壇を表彰した。平成26年度は，町内
会・子ども会などの276団体が参加し，各地区で
推薦を受けた106団体について，さらに写真審査
を実施した。写真審査により，54花壇を選出し，
現地審査を実施し，入賞団体を選出した。

a

花苗を各地区に配布し，美しい住みよいまちづく
りを推進するとともに，特に優れた花壇を部門別
に大好きいばらき県民会議主催の花と緑のコン
クールに推薦し，地域住民及び児童生徒の環境
美化に対する意欲を高めた。

各地区の各種団体に対し，年に３回（平成27年
５・６月，平成28年２月），５種類（ベゴニア・サルビ
ア・マリーゴールド・アゲラタム・パンジー）の花苗
を配布する。

市民生活課

6-3 78
地域による美化活動の
支援

はなふるたうん事業実績

　　実施団体数：７商店街団体
a

通りを花で飾ることにより，街の美化をうながすと
同時に，街を歩く人の増加につながった。

はなふるたうん事業
　　実施予定団体数：７商店街団体
　　補助金額（予算）：2,000千円

農業技術
センター

15



計
画
番
号

27年度事業内容・事業費（千円）
取組方針

施策内容

施策の取組状況

担当課
 26年度事業実績

施
策
番
号

 ａ:継続　 ｂ：新規　 ｃ：終了　ｄ：検討中
（ ｄの場合は，今後の見通しや課題）

実施区分

7-1 79
環境イベントによる意識
の醸成

環境フェスタ開催
市民センター3か所で啓発展示実施

a

イベントなどの開催により，市民への啓発が図られた水戸まちなかフェスティバルへ参加
市民センター４か所で啓発展示実施

環境課

7-1 79
環境イベントによる意識
の醸成

緑化思想の普及及び緑の美しい街づくりを展開
するため，「いばらき都市緑化フェスティバル」を
実施した。

　実施年月日　平成26年10月5日（日）
　参加人数　　 1,704人
　決算額　　　　980,000円

a

市民団体や事業者による体験教室や、公園に親
しんでもらえるような展示や催しを行い，緑化意
識の醸成を図った。

引き続き事業を実施するとともに，より効果的な事
業とするための内容の見直しを行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,096千円
公園緑地課

7-1 79
環境イベントによる意識
の醸成

ごみゼロの日キャンペーン，清掃工場・リサイクル
工場見学会，環境フェスタ開催の他，まちなか
フェスティバルにも参加。 a

市民及び事業者にごみ減量・リサイクル意識の醸
成を図ることができた。

イベント事業費　予算189千円

ごみ対策課

7-1 80
環境保全活動への参
加の促進

ホームページやチラシなどを通して，保全活動を
紹介し，啓発を行った。

a

活動内容について，周知することができた。 各団体の環境活動の広報に努める。

環境課

7-1 81
協働による環境保全の
推進

千波湖環境学習会へ補助　　280,000円
木戸房池ビオトープ整備事業

a

市民団体などの活動により，環境の保全が進んだ。千波湖環境学習会へ補助    280千円
木戸房池ビオトープ整備事業
渡里湧水群の保全と活用事業　　市民生活課予
算

環境課

7-1 81
協働による環境保全の
推進

協働事業提案制度「わくわくプロジェクト」採択事
業「木戸房池ビオトープ整備事業」として，里山整
備活動及び環境教育活動を実施

　事業費　703,896円

a

地域住民，学校，児童・生徒，関係団体の理解と
協力の下で，里山保全の活動を進めており，互
いのコミュニケーションの場となっていることや，
子どもを中心とした環境教育の場として活用して
いることが評価され，参加者が増加している。

平成27年度協働事業として継続する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　730千円
市民生活課

7-1 82
事業者の環境配慮行
動への促進

実績なし

d

事業者の環境配慮行動促進に係る周知方法等
について，現在検討中であるため。

事業者の環境配慮行動促進に係る周知方法等
の検討 商工課

7-2 83 環境情報の集約と発信

市HPへの掲載

a

新たな情報発信方法を検討する必要がある。 市HPへ掲載

環境課

7-2 84
学校教育における環境
教育の推進

副読本「水戸の川」を配布　　347,760円
地球温暖化度対策テェック実施

a

新たな副読本の作成について検討をする 副読本「水戸の川」を配布　　　363千円
地球温暖化度対策テェック実施 環境課
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7-2 84
学校教育のおける環境
教育の推進

理科の学習等

a

理科の学習等を通して，自然に直接かかわる体
験的な活動を取り入れている。こうした体験を通し
て，自然環境を大切にし，その保全に寄与しよう
とする態度を育成し，持続可能な社会で重視され
る環境教育の基盤となっている。

理科の学習等

総合教育
研究所

7-2 85
生涯学習における環境
教育の推進

市民の自然に親しみ，自然を大切にする意識の
啓発のため，森林公園で定期的に自然体験講座
を実施。
　イベント数：25件

a

市民が自然に触れ合う機会を提供することによ
り，環境教育を推進できた。

森林公園において，自然体験講座を実施　各種
イベント約25件予定

農政課

7-2 86
環境教育や環境学習
を推進する人材の確保
と支援

県地球温暖化防止推進委員の推薦を行った。

a

エコカレッジ修了生を推薦し，人材の確保に貢献
した。

県と連携し人材の支援をする。

環境課

7-2 87
環境教育拠点整備の
検討

新ごみ処理施設内の学習室について検討する。

a

新ごみ処理施設整備に合わせて，担当課と調整
をする必要がある。

新ごみ処理施設内の学習室について検討する。

環境課
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