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はじめに

～次世代にバトンタッチ 誇れる自然 信濃町～

信濃町は、妙高戸隠連山国立公園の一角を占める野尻湖や黒姫高原に代表さ

れる緑豊かな自然環境、景観、観光、文化資源に恵まれ、本町ならではの特性・

資源を活かした魅力あるまちづくりを進めています。

この豊な自然環境を守り、次世代へ引き継いでいくため、平成16年度に「信

濃町環境基本条例」を制定するとともに、この条例に掲げる基本理念や環境に

関する基本的な施策を総合的・計画的に推進するため、平成17年度に「信濃

町環境基本計画」を策定しました。

この計画策定から10年が経過し、地球温暖化の進行や東日本大震災を契機

としたエネルギー問題、社会情勢の変化などに対応するため、このたび平成27

年度から平成３６年度（令和６年度）までを見据えた「信濃町第２次環境基本

計画」を策定いたしました。

新しい計画では、現行計画の枠組みを継承しつつ、めざすべき望ましい環境

像を「次世代にバトンタッチ 誇れる自然 信濃町」と定め、「美しい自然と共

生するまち」など５つの基本目標を重点的に推進していきます。

これからの環境づくりは、住民・事業者、各種団体の皆さんと行政が一体と

なり、参画と協働のもとに進めていくことが重要になりますので、より一層の

ご理解とご協力をお願いいたします。

最後に、この計画の策定にあたりまして、幅広い観点から熱心なご議論をい

ただきました「信濃町環境基本計画策定委員会」及び「信濃町環境審議会」の

委員の方々をはじめ、アンケート調査にご協力いただきました皆様に心よりお

礼申し上げます。

平成27年 12月

信濃町長 横川 正知
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第１章 計画の基本的事項

１．計画の目的

「信濃町環境基本計画（以下、「本計画」という。）」は、「信濃町環境基本条

例」第２条に示される３つの基本理念に基づき、自然の恵みがすべての住民の

健康で文化的な生活に欠くことができないものであることを認識し、将来にわ

たって、豊かな自然が保護・育成されるよう策定します。

現在の「信濃町環境基本計画」（平成18年３月策定、平成25年 2月変更）

における環境に係る施策の進捗状況を確認、検証したうえで、今後の信濃町の

目指すべき新たな環境像の設定のもと、それを実現するための主な施策や住

民・事業者の取り組みを検討し、計画を策定します。

併せて、本町の二酸化炭素排出量の推計や「信濃町地球温暖化防止実行計画」

などの取り組み動向を踏まえた計画を策定します。

■「信濃町環境基本条例」の基本理念（第２条）

１．環境の保全は、自然の恵みがすべての町民の健康で文化的な生活に欠くこ

とができないものであることを認識し、将来にわたって、豊かな自然が保護

及び育成されるよう行われなければならない。

２．環境の保全は、地球の資源が有限であり、自然の回復能力にも限りがある

ことを認識しつつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築

し、自然と人とが共生していくことを目的として行われなければならない。

３．地球環境の保全は、すべての生物の生存基盤を確保する上で極めて重要で

あることを認識し、人類共通の課題として積極的に推進されなければならな

い。
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２．計画の位置づけ

本計画は、国や県の環境基本計画、各種指針などとの調整を図るとともに、

「信濃町第５次長期振興計画後期基本計画（平成２7年３月）」のもとで計画さ

れる各実施計画や施策に対し、環境保全の視点から整合を図るための計画です。

■環境基本計画を取り巻く関連計画など

■信濃町第５次長期振興計画後期基本計画

信濃町環境基本条例

○基本理念

○環境基本計画の策定

整合

地球温暖化問題の背景、「第２次信

濃町地球温暖化防止実行計画」の

取り組みなど

（国の）第四次環境基本計画

第三次長野県環境基本計画

基本理念の実現

美しい、おいしい、安心豊か、自然の恵みを楽しむ町

～「信濃町出身です」と誇れるふるさと～

町の将来像

１ みんなが健康で安心して暮らせるまちづくり【福祉健康】

2 安心安全な生活をおくれるまちづくり【生活環境】

3 地域の環境を活かした産業のまちづくり【産業振興】

4 全国に誇れる教育・文化のまちづくり【教育文化】

5 住みたい・住み続けたい住民主体のまちづくり【行財政】

まちづくりの５本の柱

信濃町環境基本計画

○目指すべき環境像

○環境目標

○行政の主な施策

○進行管理

信濃町第５次長期振興計画

後期基本計画

環境に関連する計画

野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第5期）

信濃町森林整備計画

信濃町一般廃棄物処理実施計画

長野広域連合ごみ処理広域化基本計画

信濃町地域新エネルギービジョン

ほか

整合

踏まえて

※計画の策定（変更）状況 令和２年４月１日

第３次信濃町地球温暖化防止実行計画（平成30年３月）

信濃町第６次長期振興計画前期基本計画（令和２年３月）

【長期振興計画との整合を図る環境に関する計画】

野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第６期、令和２年３月）
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３．計画が対象とする環境の範囲

近年の環境概念の広がりを考慮し、以下の項目を環境の範囲とします。本計

画では、この範囲において環境の現況を把握するとともに、基本方向や施策内

容を検討します。

空間的な範囲としては、信濃町（以下、「本町」という。）全域の地域環境を

対象としながら、周辺市町村との連携を踏まえた上で、最終的には地球環境の

保全までを視野に入れた計画とします。

■計画が対象とする環境の範囲

黒姫山

対 象 要 素

①自然環境
湖沼・河川、林業・森林、農業・農地、動植物、自然との

ふれあい など

②快適環境
公園・緑地、緑化、景観、空き家、観光、歴史・文化資源

など

③生活環境

大気、野焼き、悪臭、排水、水質、水資源、騒音・振動、

土壌、地下水、ポイ捨て、不法投棄、有害化学物質

など

④地球温暖化、エネルギー、

廃棄物対策

地球温暖化、フロン、エネルギー・資源、ごみ など

⑤環境保全の推進 環境情報、環境教育・環境学習、環境保全活動 など
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４．計画が対象とする地理的範囲と地域区分

地理的範囲は、本町全域としますが、地域区分は、環境の特性や土地の利用

状況を考慮して大きく4つに分類します。それぞれの地域の特性に即した良好

な環境を形成します。

○みずがめゾーン（国立公園）････妙高戸隠連山国立公園地域、自然休養ゾー

ンの一部（黒姫山、霊仙寺山、野尻湖周辺地域）

・水源かん養やうるおいに満ちた水辺環境など、私たちの暮らしに豊かな水を

供給してくれる地域

・深い緑と豊潤な水に恵まれた多様な動植物が共存共栄する地域

○自然休養ゾーン････黒姫山麓から斑尾山にかけての地域

・住民や観光客が自然とふれあい自然を学ぶことができる人と自然のふれあい

を確保する地域

・森林の乱開発を防止し、森林散策や森林浴を楽しみながら人びとが心身とも

に癒される地域

○ふるさと田園ゾーン････田園・農村を中心とする地域

・優良農地を保全し環境にやさしい環境保全型農業を進める地域

・集落の周りや身近な里山の自然とのふれあいの場の確保と多様な動植物が混

在する自然環境を保全する地域

○生活商工業ゾーン････商店・公共施設・工場・住宅からなる地域

・きれいな空気を守り、きれいな水を保持し、有害化学物質の発生を防ぎ、町

の静けさを守り、公園整備や公共空間の緑化の推進、本町らしい景観の保全

と創造に努めつつ、歴史・文化資源を保護伝承する地域
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５．計画が対象とする主体とその役割

本計画は、町（行政）、住民（通勤、観光などによる滞在者を含む）、事業者

を主な対象とします。住民や事業者が参加する自治会やNPOなどの各種団体

もそれぞれの立場に応じた役割を担う対象として位置づけます。

６．計画の期間

本計画の期間は、計画の実効性の確保と「信濃町第５次長期振興計画後期基

本計画」との連携を考慮し、平成27年度を初年度として目標年度を平成36年

度（令和６年度）とする10年間とします。

環境や社会の状況の変化などを踏まえて、必要に応じ見直します。

※信濃町第６次長期振興計画前期基本計画（令和２年３月）策定

＊対象とする主体＊

◎町 ：本町の環境行政を推進する主体

◎住 民：本町に住む人、働く人、訪れる人、

本町に土地や建物を有する人

◎事業者：本町内で事業活動を営む企業、業者、商店など

◎環境に関する各種団体

＊各主体の役割（責務）＊

◎町 ：・環境保全に関する基本的、総合的な施策の策定と実施

・国や他の地方公共団体と連携・協力した環境施策の実施

◎住 民：・日常生活での環境負荷の低減努力

・環境の保全への努力と町の施策への協力

◎事業者：・公害防止や事業活動における環境への影響を最小限に抑制

・環境の保全への努力と町の施策への協力

◎環境に関する各種団体：

・環境の保全の実施と町の施策への協力

・環境保全のための各種団体との連携・協力
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第２章 環境の現状と課題

１．本町の地域特性

（１）位置、地域の特性

本町は、長野県の北端に位置し、信越五岳（黒姫、妙高、戸隠、飯綱、斑尾）

に囲まれた盆地状の地域です。海抜が約700m以上で、東西約16.7km、南

北約11.4kmのほぼ横長の形をしています。

気候は、海抜高度が高いために年平均気温が11℃前後と低く、夏は涼しく

過ごしやすい反面、冬の積雪は町の南部でも1m以上、北部では2m以上にも

及びます。昼夜の温度差が大きく、春から夏にかけては霧が多く発生します。

（２）人口

人口は、平成27年３月31日現在、9,045 人、世帯数は3,414戸です。

国勢調査結果で見ると、人口は平成12年の10,391人から、平成22年

9,238人と1,153人の減少で、世帯数は平成12年の3,224戸から、平成

22年 3,247 戸人と23戸の増加で１世帯当たりの人員が減少しています。

平成22年の年齢別の人口構成比は、０～14歳が10.8％と県、全国と比べ

少なく、65歳以上が33.4％と県、全国と比べ多く、少子高齢化が進んでいま

す。

■人口と世帯数の推移

（各年10月1日現在、資料：国勢調査）

■年齢別人口構成比の推移

（各年10月1日現在、資料：国勢調査）

年次 世帯数
人口（人） １世帯

当たり（人）

人口密度

１km２当たり（人）総人口 男 女

平成12年 3,224 10,391 4,987 5,404 3.2 69.6

17年 3,284 9,927 4,763 5,164 3.0 66.5

22年 3,247 9,238 4,452 4,786 2.8 61.9

年次
構成比（％）

０～14歳 15～64歳 65歳以上

平成12年 12.3 60.1 27.5

17年 11.2 58.6 30.2

22年 10.8 55.8 33.4

県（平成22年） 13.8 59.7 26.5

全国（平成22年） 13.2 63.8 23.0
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（３）土地利用

総面積（149.30km2）の約4分の3が森林におおわれ、平地が少ない複雑

な地形をしています。町の中央部に広がる高原状の盆地は、市街地と田畑、別

荘地などに利用されています。

（４）産業・観光

平成22年の産業別の就業人口は、第一次産業が13.5％、第2次産業が

27.2％、第三次産業が59.2％です。平成12年以降、第三次産業が50%を

超え、さらに増加しています。

■産業別就業人口の推移

（各年10月1日現在、資料：国勢調査）

観光資源として、ナウマンゾウが生息した野尻湖、黒姫高原、斑尾高原など

豊かな水と緑の自然資源とともに、一茶遺跡、野尻湖ナウマンゾウ博物館、黒

姫牧場や黒姫童話館、タングラム斑尾などの観光施設があります。

平成26年度の観光客数は約89万人です。

野尻湖とナウマンゾウ

年次 第一次産業 第二次産業 第三次産業

平成12年 14.1％（798人） 32.9％（1,863人） 53.0％（2,997人）

17年 16.7％（883人） 28.6％（1,513人） 54.7％（2,891人）

22年 13.5％（626人） 27.2％（1,259人） 59.2％（2,740人）
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（５）交通

町を南北に縦断するしなの鉄道（旧 JR信越本線）と国道18号を基幹とし

て、黒姫駅、古間駅を中心に放射線状に信濃信州新線や長野信濃線などの主要

地方道をはじめ一般県道が伸び、周辺市町村と結んでいます。

上越市や長野市を経て首都圏とつなぐ上信越自動車道のインターチェンジ

（信濃町 IC）が町内にあります。

（６）公害苦情

公害苦情は、平成24年度は多少多いものの毎年20件弱が寄せられていま

す。過去５年の項目別苦情は、その他を除くと大気汚染が最も多く、次いで水

質汚濁、悪臭、騒音・振動の順です。大気汚染の苦情は、すべて野焼きが起因

です。

■公害苦情発生状況（単位：件）

ブルーベリー

モロコシ

項 目 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 計

大気汚染 6 3 11 3 6 29

水質汚濁 1 4 2 4 4 15

悪臭 0 3 2 3 0 8

騒音・振動 0 1 1 0 0 2

その他 7 7 10 6 7 37

総 数 14 18 26 16 17 91

【参考】

野焼きの通報
6 3 11 3 6 29
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２．地球温暖化

温室効果ガスが増加することによる地球温暖化によって、異常気象の発生や

海面の上昇、生態系への影響、食糧危機などのさまざまな影響が生じます。

国際社会においては、先進国の温室効果ガス削減目標などを定めた「京都議

定書」が平成17年に発効され、わが国は温室効果ガスの総排出量を平成20

年から平成24年の期間に、平成２年レベルから６％削減する目標が定められ

ました。

平成27年 12月に京都議定書以来18年ぶりに「パリ協定」が採択されま

した。この協定の目的は、「産業革命からの気温上昇を2度より十分に低く抑

える目標を掲げたうえ、さらに1.5 度以内に向けて努力する」ことです。令和

２年（平成32年）以降の新枠組みでは、各国（196箇国・地域）が自主的に

温室効果ガスの削減目標を国連に提出し、５年ごとに高い目標に見直すことに

なりました。

（１）信濃町の二酸化炭素排出量

地球温暖化対策の対象となる温室効果ガスには、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)、六フッ化硫黄 (SF6) があげられ、この６種類は、京都

議定書における排出量削減対象の温室効果ガスです。

■地球温暖化対策の対象となる温室効果ガス

（地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）
策定マニュアル（第１版）簡易版、環境省、平成22年８月）

温室効果ガス 発生源など

二酸化炭素

(CO2)

エネルギー起源の二酸化炭素
燃料の燃焼に伴うものが全温室効果ガスの

９割を占める

非エネルギー起源の二酸化炭素
廃棄物起源、工業プロセス（セメント・石灰

石製造など）起源などから発生

メタン(CH4) 農業部門、廃棄物埋め立て処分などから発生

一酸化二窒素（N2O） 燃料の燃焼、農業部門などから発生

代替フロン

などのガス

ハイドロフルオロカーボン

(HFC)

エアゾール製品、カーエアコンなどに使用

パーフルオロカーボン(PFC)
半導体製造、電子部品などの不活性液体など

に使用

六フッ化硫黄(SF6) 電気絶縁ガス、半導体製造用などに使用
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ここでは、本町の地球温暖化に最も影響の大きい二酸化炭素の排出量を示し

ます。この二酸化炭素排出量値は、環境省「地球温暖化対策地方公共団体実行

計画（区域施策編）の策定支援サイト－マニュアル支援ツール」の「部門別

CO2排出量の現況推計」によります。

本町の二酸化炭素排出量は、平成24年度80千 t-CO2です。京都議定書の

基準年（平成２年度）の68千 t-CO2に対し、12千 t-CO2増加で 1.18 倍

です。増加が大きいのは、産業部門の製造業で8千 t-CO2です。逆に、産業

部門の建設業・鉱業と運輸部門の貨物が減少しました。

平成24年度の部門別では、産業部門と運輸部門が33.8％と多く、次いで

民生部門が32.5％（家庭部門と業務部門が16.3％）です。平成２年度と比較

すると、産業部門の製造業が7.2％と比率を大きくあげています。

■部門別二酸化炭素の排出量と割合

※四捨五入により、排出量、割合の合計値が一致していません。

部門

平成２年度 平成24年度
平成24年度

－平成２年度

排出量

千ｔ-CO２

割合

％

排出量

千ｔ-CO２

割合

％

排出量

千ｔ-CO２

産業部門

製造業 13 19.1 21 26.3 8

建設業・鉱業 3 4.4 1 1.3 ▲2

農林水産業 3 4.4 4 5.0 1

小計① 19 27.9 27 33.8 8

家庭部門 11 16.2 13 16.3 2

業務部門 12 17.7 13 16.3 1

民生部門小計② 23 33.8 26 32.5 3

運輸部門

自動車
旅客 9 13.2 12 15.0 3

貨物 16 23.5 13 16.3 ▲3

鉄道 1 1.5 1 1.3 0

船舶 0 0 0 0 0

小計③ 26 38.2 27 33.8 1

廃棄物部門④ 1 1.5 0 0 0

合計（①＋②＋③＋④） 68 100.0 80 100.0 12
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（２）行政による地球温暖化防止への率先行動

住民・事業者の積極的な環境行動の実践を促すためには、行政による率先行

動が重要です。

ここでは、町の事務・事業を対象とした「第2次信濃町地球温暖化防止実行

計画（平成25年度～平成29年度）」※による主な取り組みの概要を示します。

※第３次信濃町地球温暖化防止実行計画（平成30年度～令和４年度）策定

※「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成20年６月改正）第20条の３第１項に基

づく地方公共団体実行計画です。

区域全体の温室効果ガスの排出量抑制などのための“区域施策編”と、町役場など庁

内の取り組みを対象とした“事務事業編”の２種類の計画があります。下記の計画は、

“事務事業編”で、全国の市町村が策定する必要のある計画です。

■基準年の二酸化炭素排出量

本町の事務・事業における平成 23 年度の二酸化炭素総排出量は、

2,678,418kg-CO2です。排出要因別では、電気の使用に伴って排出される

二酸化炭素が全体の57％を占め、次いで灯油の使用が16％、ガソリン・軽油

の使用が12％で、全体の85％を占めています。

■二酸化炭素排出量の削減目標

平成23年度を基準年として、計画期間の最終年度である平成29年度の二

酸化炭素排出量を9.6％※削減することを目指します。

※9.6％：基準年において、町内5小学校からの二酸化炭素排出量が総排出量に占める割

合。平成24年度に町内5小学校を統合し、9.6％の削減が見込まれるため、これを維

持する。また、各施設においても二酸化炭素排出量抑制に努める。

※第３次信濃町地球温暖化実行計画（平成30年３月）

基準年度排出量 平成28年 二酸化炭素（CO2） 2,520,417kg-CO2

目標年度排出量 令和４年度 二酸化炭素（CO2） 2,444,804kg-CO2

削減目標 ３％

区分
基準年度排出量

平成23年度
削減目標

目標年度排出量

平成29年度

二酸化炭素（CO2） 2,678,418kg-CO2 9.6％ 2,421,290kg-CO2
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■具体的な取り組み（概要）

■推進・点検体制

１．推進体制：各課などの長が本計画を推進

２．点検体制：事務・事業の進捗状況から必要に応じて見直し

３．進捗状況の公表：毎年度、二酸化炭素の総排出量や取り組み状況を、町の

ホームページ・広報紙などにより公表

１．再生可能エネルギー利用の推進

・太陽光発電システムや太陽熱給湯システムなどの導入

・間伐材などを原料とするチップ、ペレット、炭を利用した再生可能エネルギー

施設の導入

・再生可能エネルギー関連企業の誘致と町内企業の関連事業の起業の推進

２．施設設備の改善など

・施設の新築、改築をする時は、環境に配慮した工事を実施

環境負荷の低減に配慮した施設などの整備、適正な管理

・建物の高断熱化、高気密化や自然採光の採用

・冷暖房装置には、効率的なエネルギー供給システム（コージェネレーションシ

ステムなど）の導入

・公共施設の緑化の推進

・公用車の更新時に、低公害車の導入

３．物品購入など

・電気製品などの物品の新規購入、レンタルをする時には、省エネルギータイプ

で環境負荷の少ないものの購入やレンタル

・事務用品は、 詰め替えやリサイクル可能な消耗品の購入

・環境ラベリング（エコマーク、グリーンマークなど）対象製品の購入

４．その他の取り組み

①電気使用量の削減

②燃料使用量の削減

③ごみの減量、リサイクル

④用紙類の削減など

⑤水道の節水など

⑥環境保全に関する意識向上、率先実行の推進

・職員向けの環境保全研修など

・ノーマイカーデーなど、環境保全を奨励する日や月間を検討

・職員が参加できる環境保全活動について、必要な情報を提供

・クールビズ、ウォームビズの推進

・施設の暖房は、利用状況に応じた管理

・可能な限り自転車や公共交通機関の利用
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（３）温室効果ガス排出抑制などに関する主な課題

温室効果ガスの排出抑制のためには、住民・事業者などの各主体の積極的な

行動と、その行動を後押しする町行政の施策との密接な連携が必要です。

○地球温暖化問題への関心の向上、積極的な環境行動の実践

既存住宅や建築物の省エネルギー改修、高断熱の新築住宅や建築物の普及、

省エネルギー型エアコンや高効率給湯器などの高効率機器の採用、住民や事業

者のハイブリッド車などの低公害車の利用や冷暖房の設定温度の配慮などの積

極的な環境行動の実践が望まれます。地球温暖化問題への関心を高めるための

イベントや学習会開催などの普及・啓発が必要です。

○再生可能エネルギーの利用の促進

温室効果ガス削減と石油代替エネルギーの導入のために、太陽光発電などの

再生可能エネルギーの利用やバイオマスなどの利用促進が望まれます。そのた

めの太陽光発電システムの設置やバイオマス利用の促進のための補助制度など

の支援策が必要です。

○地域全体での環境整備や改善

公共交通の利用促進による燃焼燃料の使用抑制、温室効果ガスの吸収効果の

高い緑地・森林の整備や計画的利用など、地域全体での環境整備が必要です。

○循環型社会の形成

ごみの発生量の抑制やリサイクル率向上によりごみの焼却処分量を削減し、

二酸化炭素の排出の少ない循環型社会の形成が望まれます。そのための住民や

事業者によるごみの分別や減量への協力が必要です。

信濃町の夜空
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３．環境に関する住民・事業者の意識や行動

本計画の策定にあたり、住民・事業者を対象に『環境に関する意識調査（ア

ンケート）』を実施しました。このアンケート結果をもとに、住民・事業者の環

境に関する意識や行動を整理して示します。

（１）『環境に関する意識調査（アンケート）』の概要

○調査期間：平成27年１月～２月

○調査対象：満20歳以上の住民2,000人、町内の160事業所

○調査方法：郵送調査（無記名回答）

○回収状況

○設問内容

①回答者の属性

②関心のある環境問題

③本町の環境行政に対する評価

④環境に対する取り組み

○回答者の属性（設問への無回答があり、計は100％になりません。）

《住民》

性別：男46.3％、女53.6％

年齢：50歳以下計33.4％、50歳代16.6％、60歳代27.2％、

70歳以上22.6％

職業：会社員23.6％、主に家事などに専業21.8％、その他17.2％、

パートなど13.8％、自営業・自由業11.6％、農林水産業8.2％

居住地区：柏原25.6％、古間24.9％、富士里17.9％、野尻15.2％、

仁之倉・西部6.9％、古海・熊坂6.3％、東部2.3％

《事業者》

業種（10％以上）：卸売業・小売業・飲食業30.9％、サービス業27.2％、

建設業17.3％、製造業13.6％

従業員数：５人未満74.1％、５～19人 18.5％、その他計7.5％

営業年数：30年以上55.6％、20～29年 17.3％、10～19年 16.0％

その他計8.6％

所在地：柏原35.8％、富士里21.0％、野尻19.8％、古間14.8％、

古海・熊坂4.9％、仁之倉・西部1.2％、東部1.2％

対 象 発送数（Ａ） 回収数（Ｂ） （Ｂ）／（Ａ）

住 民 2,000票 853票 42.7％

事業者 １60票 81票 50.6％
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（２）調査結果の概要

１）関心のある環境問題（複数回答）

住民・事業者ともに関心のある環境問題は、第１位から第５位まで順は異な

りますが同一です。

住民の関心のある環境問題は、第１位は「地球温暖化（43.6％）」、第２位は

「山林などへの廃棄物の不法投棄（31.9％）」、第３位は「ごみの減量化やリサ

イクル（31.1％）」です。

事業者では、第１位は「地球温暖化（43.2％）」、第２位は「自然環境の保全・

再生（33.3％）」、第３位は「ごみの減量化やリサイクル（29.6％）」です。

【住民】

【事業者】

43.6

31.9

31.1

29.1

26.8

23.8

22.6

17.1

16.4

13.2

6.6

6.0

5.9

2.1

0 10 20 30 40 50

地球温暖化

山林などへの廃棄物の不法投棄

ごみの減量化やリサイクル

自然環境の保全・再生

再生可能エネルギーの利活用

水質汚濁

大気汚染

生態系の維持・形成

景観の保全

公園や緑地の整備

騒音・振動

土壌汚染・地盤沈下

有害化学物質の発生

その他

（％）
n=853

43.2

33.3

29.6

28.4

27.2

22.2

18.5

18.5

16.0

14.8

13.6

2.5

2.5

6.2

0 10 20 30 40 50

地球温暖化

自然環境の保全・再生

ごみの減量化やリサイクル

山林などへの廃棄物の不法投棄

再生可能エネルギーの利活用

景観の保全

水質汚濁

公園や緑地の整備

大気汚染

生態系の維持・形成

騒音・振動

土壌汚染・地盤沈下

有害化学物質の発生

その他

（％）n=81
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２）町の環境に対する満足度と重要度

①満足度

町の環境について、現在どの程度満足しているかを把握するため、16項目

を設定し、項目ごとに「満足」、「やや満足」、「ふつう」、「やや不満」、「不満」

の５段階で評価してもらい、その結果を加重平均値による数量化で評価点（満

足度：最高点10点、中間点０点、最低点－10点）を算出しました。

住民・事業者ともに「満足度」が高いのは、「大気の状況」、「騒音・振動の状

況」、「農用地や森林などの自然の豊かさ」、「悪臭の状況」、「下水道などの排水

の処理対策」などです。逆に「不満」では、住民・事業者ともに「公園や広場

の整備」、「再生可能エネルギー等の取り組み」、「湖沼や河川周辺の水辺環境の

整備」です。

町の環境に対する満足度(評価点)

【住民】

【事業者】

2.58

1.71

5.01

2.36

1.60

3.04

1.66

0.84

1.21

-0.92

-1.87

0.07

0.18

-1.67

-1.21

-1.25

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

農用地や森林などの自然の豊かさ

野鳥、昆虫、魚などの生き物の豊かさ

大気の状況

悪臭の状況

河川などの水質

騒音・振動の状況

下水道などの排水処理対策

土壌や地盤の安全性

景観の状況、町の美しさ

湖沼や河川周辺の水辺環境の整備

公園や広場の整備

文化財や歴史的資源の保存・活用

ごみの減量、リサイクルの取り組み

再生可能エネルギ－等の取り組み

環境に関する情報の公開や提供

環境に関する学習の機会

全体

不満 満足

1.78

0.79

4.93

1.67

1.12

2.76

1.40

0.80

0.58

-1.67

-2.60

-0.39

0.79

-2.11

-0.60

-0.54

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

農用地や森林などの自然の豊かさ

野鳥、昆虫、魚などの生き物の豊かさ

大気の状況

悪臭の状況

河川などの水質

騒音・振動の状況

下水道などの排水処理対策

土壌や地盤の安全性

景観の状況、町の美しさ

湖沼や河川周辺の水辺環境の整備

公園や広場の整備

文化財や歴史的資源の保存・活用

ごみの減量、リサイクルの取り組み

再生可能エネルギ－等の取り組み

環境に関する情報の公開や提供

環境に関する学習の機会

全体

不満 満足
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②重要度

町の環境について、今後の重要度を把握するため、満足度と同じ16項目に

ついて、「重要」、「やや重要」、「ふつう」、「あまり重要ではない」、「重要ではな

い」の５段階で評価してもらい、その結果を満足度と同様に加重平均値による

数量化で評価点（重要度：最高点10点、中間点０点、最低点－10点）を算

出しました。

住民・事業者ともに、「重要度」の高いのは「農用地などの森林などの自然の

豊かさ」、「大気の状況」、「河川などの水質」、「湖沼や河川周辺の水辺環境の整

備」、「景観の状況、町の美しさ」です。

町の環境に対する重要度(評価点)

【住民】

【事業者】

6.46

5.42

6.64

4.83

6.79

3.89

5.34

4.89

6.00

5.79

3.86

3.67

5.24

5.15

4.07

3.28

0 1 2 3 4 5 6 7 8

農用地や森林などの自然の豊かさ

野鳥、昆虫、魚などの生き物の豊かさ

大気の状況

悪臭の状況

河川などの水質

騒音・振動の状況

下水道などの排水処理対策

土壌や地盤の安全性

景観の状況、町の美しさ

湖沼や河川周辺の水辺環境の整備

公園や広場の整備

文化財や歴史的資源の保存・活用

ごみの減量、リサイクルの取り組み

再生可能エネルギ－等の取り組み

環境に関する情報の公開や提供

環境に関する学習の機会

全体

重要

6.94

5.82

7.24

5.68

6.64

3.69

5.23

3.94

6.42

6.67

4.78

4.33

4.55

5.08

4.39

3.53

0 1 2 3 4 5 6 7 8

農用地や森林などの自然の豊かさ

野鳥、昆虫、魚などの生き物の豊かさ

大気の状況

悪臭の状況

河川などの水質

騒音・振動の状況

下水道などの排水処理対策

土壌や地盤の安全性

景観の状況、町の美しさ

湖沼や河川周辺の水辺環境の整備

公園や広場の整備

文化財や歴史的資源の保存・活用

ごみの減量、リサイクルの取り組み

再生可能エネルギ－等の取り組み

環境に関する情報の公開や提供

環境に関する学習の機会

全体

重要
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③優先度（満足度と重要度の相関）

町の環境についての満足度と重要度の評価を相関させた散布図を作成し、こ

の散布図からの数量化による分析で優先度を算出しました。

住民・事業者ともに、今後の優先度が高いとした項目は、以下の６項目です。

「湖沼や河川周辺の水辺環境の整備」が 25.97 点と最も高く、次いで「再

生可能エネルギーなどの取り組み」が12.76 点、「河川などの水質」が9.22

点です。

住民の優先度の第５位の「ごみの減量、リサイクルの取り組み」は、事業者

は優先度が低い、マイナスの評価点でした。

町の環境に対する優先度（評価点）

コスモス

そば

順 項目
住民 事業者 計

順 評価点 順 評価点 評価点

１ 湖沼や河川周辺の水辺環境の整備 １ 9.97 １ 16.00 25.97

２ 再生可能エネルギーなどの取り組み ２ 6.89 ２ 5.87 12.76

３ 河川などの水質 ３ 5.47 ５ 3.75 9.22

４ 景観の状況、町の美しさ ４ 3.03 ４ 4.45 7.48

５ 公園や広場の整備 ７ 1.29 ３ 5.79 7.08

６ 農用地や森林などの自然の豊かさ ６ 1.61 ６ 3.19 4.80
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町の環境に対する優先度（満足度と重要度の相関図）

【住民】

【事業者】

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

重
要
度
評
価

満足度評価

優先度 高

優先度 低

大気の状況

湖沼や河川周辺の水辺環境の整備

再生可能エネルギ－等の取り組み

ごみの減量､リサイクルの取り組み

野鳥､昆虫､魚などの生き物の豊かさ

下水道などの排水処理対策

悪臭の状況

騒音･振動の状況公園や広場の整備

環境に関する情報の公開や提供

土壌や地盤の安全性

文化財や歴史的資源の保存・活用

環境に関する学習の機会

河川などの水質

景観の状況､町の美しさ

農用地や森林などの自然の豊かさ
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重
要
度
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価

満足度評価

優先度 高

優先度 低

大気の状況

湖沼や河川周辺の水辺環境の整備

再生可能エネルギ－等の取り組み

ごみの減量､リサイクルの取り組み

野鳥､昆虫､魚などの生き物の豊かさ

下水道などの排水処理対策

悪臭の状況

騒音･振動の状況

公園や広場の整備

環境に関する情報の公開や提供

土壌や地盤の安全性

文化財や歴史的資源の保存・活用
環境に関する学習の機会

河川などの水質

景観の状況､町の美しさ

農用地や森林などの自然の豊かさ
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３）日常的に行っている環境に対する取り組み（複数回答）

日常的に行っている環境に対する取り組みは、住民の第１位は「資源ごみは

きちんと分別して回収に出す（80.5％）」、第２位は「テレビや照明などをこま

めに消す（71.7％）」、第３位は「タバコの吸がらや空き缶等をポイ捨てしない

（67.9％）」です。

事業者の第１位は「資源ごみはきちんと分別して回収に出す（80.2％）」、第

２位は「廃棄物は処理施設で適正処理又は業者に委託」「使っていない照明など

をこまめに消す」（同率70.4％）です。

※住民と事業者は、実状に合わせて若干設問が異なります。

【住民】

【事業者】

80.5

71.7

67.9

66.8

65.5

61.1

60.7

59.9

57.7

55.6

41.7

33.9

32.9

31.7

27.8

19.0

15.9

5.0

4.8

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

資源ごみはきちんと分別して回収に出す

テレビや照明などをこまめに消す

タバコの吸がらや空き缶等をポイ捨てしない

水を大切に使う

買物袋を持参する

家庭でのごみの野焼きをしない

物を大切に使い修理できる物は修理する

台所からの排水を汚さないように気をつける

家のまわりの美化や清掃

荷物の積みおろし等のとき車のｴﾝｼﾞﾝを切る

野生の動植物を大切にする

地域の環境保全活動への参加・協力

生ごみや樹木の剪定枝などの堆肥化

車の音やペットの声などの騒音に留意する

省エネルギーに役立つ住まいの工夫

エコマークや環境にやさしい製品を選んで買う

広報などに掲載されている環境情報の活用

バスなどの公共交通機関の利用

環境教育・学習会への参加・協力

その他

（％）n=853

80.2

70.4

70.4

65.4

60.5

58.0

45.7

45.7

43.2

39.5

39.5

32.1

21.0

21.0

16.0

8.6

6.2

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

資源ごみはきちんと分別して回収に出す

廃棄物は処理施設で適正処理又は業者に委託

使っていない照明などをこまめに消す

物を大切に使い修理できる物は修理する

事業所のまわりの美化や清掃

水を大切に使う

排水処理施設の維持管理と排水の適正処理

荷物の積みおろし等のとき車のエンジンを切る

事業所からの音や車などの騒音に留意する

野生の動植物を大切にする

地域の環境保全活動への参加・協力

生ごみや樹木の剪定枝などの堆肥化

省エネルギーに役立つ事業所や工場の工夫

広報などに掲載されている環境情報の活用

エコマークや環境にやさしい製品を選んで買う

環境教育・学習会への参加・協力

バスなどの公共交通機関の利用を推奨

その他

（％）n=81
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４）より良い環境のために住民と町が協力するべき取り組み（複数回答）

より良い環境のために住民と町が協力するべき取り組みは、住民の第１位は

「資源回収やリサイクル（48.4％）」、第２位は「住まい周辺の道路の清掃

（44.9％）」、第３位は「緑地や里山の管理（43.7％）」です。

事業者の第１位は「資源回収やリサイクル（49.4％）」、第２位は「事業所周

辺の道路の清掃（40.7％）」、第３位は「地域の緑化や花いっぱい運動（38.3％）」

です。

※住民と事業者は、実状に合わせて若干設問が異なります。

【住民】

【事業者】

48.4

44.9

43.7

40.1

30.5

28.8

18.2

4.7

0 10 20 30 40 50 60

資源回収やリサイクル

住まい周辺の道路の清掃

緑地や里山の管理

水辺や水路の清掃

不法投棄防止パトロール

地域の緑化や花いっぱい運動

公園・街路樹の清掃や管理

その他

（％）
n=853

49.4

40.7

38.3

33.3

29.6

22.2

12.3

4.9

0 10 20 30 40 50 60

資源回収やリサイクル

事業所周辺の道路の清掃

地域の緑化や花いっぱい運動

緑地や里山の管理

不法投棄防止パトロール

水辺や水路の清掃

公園・街路樹の清掃や管理

その他

（％）
n=81
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５）将来の世代に残しておきたい信濃町の環境資源（複数回答）

将来の世代に残しておきたい信濃町の環境資源は、住民・事業者ともに第１

位から第６位まで同順です。

第１位は「澄んだ野尻湖、緑の湖畔」、第２位は「黒姫、斑尾など高原の緑や

花の風景」、第３位は「豊かな田園風景」です。

【住民】

【事業者】

63.1

59.4

41.3

30.9

24.7

24.6

20.2

15.5

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70

澄んだ野尻湖、緑の湖畔

黒姫、斑尾など高原の緑や花の風景

豊かな田園風景

小林一茶の旧跡

身近に生息する動植物

小川やため池など身近な水辺環境

ナウマンゾウなどの遺跡や資料

身近な公園、身近なみどり

その他

（％）
n=853

61.7

54.3

38.3

32.1

23.5

22.2

19.8

14.8

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70

澄んだ野尻湖、緑の湖畔

黒姫、斑尾など高原の緑や花の風景

豊かな田園風景

小林一茶の旧跡

身近に生息する動植物

小川やため池など身近な水辺環境

身近な公園、身近なみどり

ナウマンゾウなどの遺跡や資料

その他

（％）n=81
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６）豊かな自然環境を守り育てるために必要な取り組み（複数回答）

住民・事業者ともに豊かな自然環境を守り育てるために必要な取り組みは、

第１位から第４位まで順は異なりますが同一です。

住民の第１位は「自然環境などを活かした観光との連携（48.1％）」、第２位

は「地域の環境保全・環境美化などへの支援充実（32.7％）」、第３位は「町･

町民･事業者が協力できる社会システムの整備（32.4％）」、第４位は「環境情

報の提供、ＰＲ、普及・啓発活動（32.0％）」です。

事業者の第１位は「自然環境などを活かした観光との連携（55.6％）」、第２

位は「環境情報の提供、ＰＲ、普及・啓発活動」「町･町民･事業者が協力できる

社会システムの整備」（同率32.1％）、第４位は「地域の環境保全・環境美化

などへの支援充実（30.9％）」です。

【住民】

【事業者】

55.6

32.1

32.1

30.9

21.0

17.3

16.0

12.3

12.3

11.1

7.4

1.2

0 10 20 30 40 50 60

自然環境などを活かした観光との連携

環境情報の提供、ＰＲ、普及・啓発活動

町･町民･事業者が協力できる社会システムの整備

地域の環境保全・環境美化などへの支援充実

税制面の優遇措置や融資、補助、助成

条例などによる規制の強化

町の環境保全などの率先行動

イベントや環境教育・環境学習等の場の充実

環境調査の実施、充実

隣接市町村との連携による環境保全活動

環境問題改善のための新技術の開発、普及

その他

（％）
n=81

48.1

32.7

32.4

32.0

20.9

20.0

17.9

14.7

14.3

14.0

8.0

3.0

0 10 20 30 40 50 60

自然環境などを活かした観光との連携

地域の環境保全・環境美化などへの支援充実

町･町民･事業者が協力できる社会システムの整備

環境情報の提供、ＰＲ、普及・啓発活動

町の環境保全などの率先行動

環境調査の実施、充実

条例などによる規制の強化

税制面の優遇措置や融資、補助、助成

イベントや環境教育・環境学習等の場の充実

隣接市町村との連携による環境保全活動

環境問題改善のための新技術の開発、普及

その他

（％）
n=853
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４．環境への取り組みの方向

本町の地域特性、地球温暖化に代表される社会情勢、環境に関する住民・事

業者へのアンケートによる意識や行動などを踏まえ、以下に本計画策定にあた

っての「環境への取り組みの方向」を示します。

○自然環境との共生【自然環境】

本町は、信濃五岳に囲まれた盆地状の地域の中に、野尻湖をはじめ水とみど

りに恵まれた自然環境の豊かさが最大の特徴です。こうした自然環境の保全と

回復に取り組み、人と自然が共生するまちづくりを行うことが必要です。

○快適環境の確保【快適環境】

公園や市街地のみどりは、自然とのふれあいや憩いの場として重要です。緑

の美しい山々や高原、湖、田園風景の広がりなどの自然環境を保全するととも

に、自然風景に溶け込んだまちなみ景観や歴史・文化資源の保全など、地域資

源を活かした環境整備が求められます。

○生活の安心・安全の確保【生活環境】

健康で安心・安全に暮らせる環境のためには、大気汚染や水質汚濁、騒音・

振動などの公害防止対策の充実が基本です。アンケートの自由意見で多く見ら

れるごみのポイ捨てや不法投棄、野焼き（わら焼など）、高齢化などに伴う空き

家や耕作放棄地など、住民の生活環境の維持、向上も求められます。

○地球温暖化防止と循環型社会の形成【地球温暖化、エネルギー、廃棄物対策】

本町の平成24年度の二酸化炭素排出量は、基準年の平成２年に比べ1.18

倍に増加しました。増加が大きいのは、産業部門の製造業です。

従来の身近な地域環境から、近年は地球環境についても住民や事業者が考え

ていかなければならない時代になっています。二酸化炭素に代表される温室効

果ガスの削減などの地球温暖化対策により、持続可能な社会を目指すことが必

要です。東日本大震災の影響により電力事情が大きく変化しましたが、省エネ

ルギーや太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーの利用の促進、二酸化

炭素の削減とも密接な関係にあるごみの適正処理やリサイクルの推進も求めら

れます。

○環境保全の取り組み【環境保全の推進】

本町の望ましい環境づくりのためには、行政ばかりでなく、住民や事業者の

協力による環境保全の推進が必要です。そのためには、適切な環境情報の提供、

環境教育・環境学習、環境保全活動の普及・啓発の推進が必要です。

併せて、環境に配慮した事業活動の支援や行政による環境対策の率先実行も

求められます。
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第３章 計画の目標

１．望ましい環境像

「信濃町環境基本条例」では、町、住民、事業者の責務を明らかにするとと

もに、豊かな自然の将来にわたる保護・育成、持続的な発展が可能な社会の構

築、自然との共生、地球環境保全の推進などからなる基本理念を示しています。

また、信濃町第５次長期振興計画の基本構想では、信濃町の将来像として「美

しい おいしい 安心豊かな 自然の恵みを楽しむ町～「信濃町出身です」と

誇れるふるさと～」を掲げています。

本計画では、これらの基本理念や町の将来像、さらに本町の環境特性などを

考慮し、信濃町の目指すべき「望ましい環境像」を第１次計画を継承し、“次世

代にバトンタッチ 誇れる自然 信濃町”とします。

※信濃町第６次長期振興計画前期基本計画（令和２年３月）策定

住民アンケートでは、町の環境に対する満足度は「大気の状況」や「自然の

豊かさ」などの自然環境に関する項目が高く、将来に残したい環境資源として、

澄んだ野尻湖や緑の湖畔、黒姫、斑尾など高原のみどりや花の風景が高い支持

を得ました。

この本町を代表する水と緑に恵まれた自然環境の中で、空気のきれいさを保

ち、資源・エネルギーの有効利用により環境負荷を抑えた、安全で快適な生活

環境を形成することが望まれます。本町に集うすべての人びとの参加と協力に

より、良好な環境を将来に引き継ぎます。

野尻湖と黒姫山

次世代にバトンタッチ 誇れる自然 信濃町
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２．環境目標

本町の「望ましい環境像」の“次世代にバトンタッチ 誇れる自然 信濃町”

の実現や環境施策の計画的・体系的な推進、各主体の積極的な参加・行動を目

指し、次の5つの環境目標を掲げます。

この「環境目標」の実現の手段が「行政の主な施策」です。これらの「望ま

しい環境像」、「環境目標」、「行政の主な施策」の関連を次節に“施策の体系”

として示します。５つの「環境目標」は、相互に結び付き推進することが必要

です。

信濃町の環境の特性 らしさと課題

環境目標１ 美しい自然と共生するまち【自然環境】

環境目標２ うるおいとやすらぎに満ちたまち【快適環境】

環境目標３ 良好な生活環境のまち【生活環境】

環境目標４ 地球温暖化防止と循環型社会を目指すまち

【地球温暖化、エネルギー、廃棄物対策】

環境目標５ 共に環境保全に取り組むまち【環境保全の推進】

野尻湖 黒姫・斑尾 山麓と高原

人びとの活動

水質保全

湖畔の景観

自然景観・森林の保全

水源かん養

バイオマス

多様な動植物

田園風景・環境保全型の農業

観光との連携

エネルギー・資源の有効利用

環境保全活動、住民・事業者の参加・協力

古代からの歴史・次世代にバトンタッチ
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３．施策の体系

【環境目標】 【行政の主な施策】

次
世
代
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

誇
れ
る
自
然

信
濃
町

望ましい

環境像

３－１．きれいな空を守る

３－２．きれいで安全な水を守る

３－３．まちの静けさを守る

３－４．ポイ捨て、不法投棄を防ぐ

３－５．有害化学物質などへの対策を進める

１－１．豊かな自然を育む

１－２．自然と人とのふれあいを確保する

２－１．みどりあふれる身近な空間を創造する

２－２．信濃町らしい景観を保全・創造する

２－３．歴史・文化資源を活かす

４－１．地球環境問題への取り組みを進める

４－２．エネルギー・資源を有効利用する

４－３．ごみを減らして適正に処理する

１ 美しい自然と

共生するまち

２ うるおいとやすらぎに

満ちたまち

３ 良好な生活環境のまち

４ 地球温暖化防止と

循環型社会を目指すまち

【自然環境の分野】

【快適環境の分野】

【生活環境の分野】

５ 共に環境保全に

取り組むまち
５－１．環境教育・環境学習を進める

５－２．環境保全活動を進める

【地球温暖化、エネルギー、

廃棄物対策の分野】

【環境保全活動の推進の分野】
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第４章 施策の展開

環境目標１ 美しい自然と共生するまち【自然環境】

本町は、野尻湖周辺、黒姫山一帯が妙高戸隠連山国立公園に指定（平成27

年 3月 27日）され、黒姫、飯綱、斑尾の山々に囲まれた自然豊かな地域です。

この自然環境は、清涼な飲料水や農業用水を提供し、多様な動植物の生息・生

育の場となるなど、私たちの生活に多くの恵みをもたらしてきました。自然と

のふれあいが私たちの生活にやすらぎとうるおいを与えています。

この豊かな自然環境を次世代に継承するため、保全・管理に取り組むととも

に、自然とふれあえる場の確保に取り組みます。

■環境目標１（野尻湖の水質）

（野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第５期）、平成26年9月、長野県より）
※【 】内は、過去5年間の平均値
・CODの75%値、全リンの年平均値は、環境基準点（２地点）の最高値
・CODの年平均値は、各環境基準点の年平均値の全地点平均値

■環境目標１（野尻湖に係る湖沼水質保全計画による）

（野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第5期）、平成26年9月、長野県より）

■環境目標１

※長野県「野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第６期、令和２年３月）」策定

項 目
現 状

（平成25年度）

目 標

（平成30年度）
環境基準

ＣＯＤ
75％値（mg/Ⅼ）

2.4
【2.3】

2.0 1.0

（参考）
年平均値（mg/Ⅼ）

2.0
【2.0】

1.9 ―

全リン 年平均値（mg/Ⅼ）
0.005

【0.005】

0.005
（現状水準の
維持・向上）

0.005

項 目
現状

（平成25年度末）

目標

（平成30年度末）

信州の環境にやさしい農産物認証面積 61ha 100ha

エコファーマー認定促進 38件 42件

長野県原産地呼称管理制度（米） 2件 2件

項 目
現状

（平成26年度）

目標

（平成36年度）

森林の整備面積（町有林・民有林） 46.03ha 50ha

環境保全型農業直接支払対策面積 27.61ha 40ha

癒しの森ツアー参加者数 1,836人 2,200人

森林メディカルトレーナー認定者数（延べ） 161人 180人

集落全体での自然環境保全活動実施数 0集落 ２集落
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１－１．豊かな自然を育む

湖沼や森林の保全のための啓発や情報の収集・提供を進めます。安全で快適

な環境を維持するための環境保全型農業を進めるとともに、動植物の調査や資

料を充実し、啓発活動などに活用します。

《施策の背景、現状と課題など》

○野尻湖の環境保全

町のほぼ中央に位置する野尻湖は、面積4.56km2、平均水深21m、容積約

9,600 万 km3の県内最大の貯水量を誇る天然湖です。古くは国際リゾート地

として知られ、文化観光資源として重要な役割を果たしています。利水面では、

発電、かんがい期の農業用水、内水面漁業などに利用されています。

水生植物などを活用しての水質浄化活動を関係団体と連携した組織にて実施

しています。平成22年に、水生公園を野尻湖畔に整備しました。

今後とも水生植物の復元など、地域住民による主体的な取り組みが必要です。

○野尻湖の水質

昭和63年に淡水赤潮が発生したことから、平成6年に「湖沼水質保全特別

措置法（湖沼法）」に基づく指定を受け、以降、「野尻湖に係る湖沼水質保全計

画」（平成26年度から第5期計画）を策定し、公共下水道の整備や上乗せ排

水基準の設定など各種の施策を講じて水質改善を行ってきました。

この結果、富栄養化の要因となる窒素、リンは改善し、淡水赤潮は見られな

くなりましたが、COD（化学的酸素要求量）は環境基準を達成していません。

水質の改善のために、下水道への接続促進などにより特定汚染源負荷の削減

とともに、環境に配慮した農業や森林整備の推進などにより流出水負荷の削減

を行っています。

今後も監視測定を継続するとともに、事業系・生活系の排水対策が必要です。

※長野県「野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第６期、令和２年３月）」策定

○森林の保全

本町の森林面積は、11,017ha で町域の約7割を占めています。平成9年

度にはオオヤマザクラ公園などからなる「町民の森」58haを整備し、水源の

かん養、憩いとレクリエーションの場として活用しています。

森林は、水源かん養などの環境機能や生活にうるおいを与える景観機能、保

健・レクリエーション・観光・教育の場などとして重要であり、引き続き森林

の保全が必要です。

■間伐などの実施

県で森林税を平成20年度に導入、間伐などを実施、実績：平成20年

度から26年度に民有林260ha、町有林69 ha

■里山の保全

日本型直接支払制度による里山の保全を実施、実績：平成 26 年度

467ha
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○環境保全型農業などの推進

「信州の環境にやさしい農産物認証」やエコファーマー認定など、各種制度

を活かした環境保全型農業を進めています。農業者や関係団体などへの普及・

啓発や環境保全型農業直接支払交付金などを活用し支援を行っています。

JAとの共同により成分分解マルチ材の購入、農業用廃プラスチック処理の

支援などによる環境に配慮した農業を進めるとともに、耕畜連携による有機肥

料の地域内循環を進めています。

生産者と町内の宿泊業者や学校給食などと連携し、農産物の地産池消を進め

ています。

■環境保全型農業直接支払事業の実施

環境に配慮した農業生産（化学肥料、農業慣行の50％削減）を実施、実

績：平成26年度27.61ha

○農村環境

農業者が高齢化し農業経営から引退するなどにより遊休荒廃地が発生してい

ます。農地は、地域環境・景観の重要な要素であることから、対策の検討が必

要です。

○河川の整備

本町を流れる一級河川は、鳥居川、関川、池尻川、古海川、赤川です。

河川の防災・治水を念頭に整備を進める一方、環境美化に努めるとともに、

自然と共生した河川整備のあり方についての検討も必要です。

■農業用水整備

石積2面貼り297ｍ（平成27年度～28年度整備計画）

○動植物の保護

飼えなくなったペット（外来生物のミシシッピアカミミガメなど）を自然界

に放すことや犬のフンを放置（始末）するなど、モラルのない飼主が増えてい

ます。

動植物の保護の一環として、外来種の駆除の対策を進めています。

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

□町の環境に対する優先度（満足度と重要度の相関）は、「湖沼や河川周辺の水辺環境の

整備」が住民と事業者の計で第１位です。

□町の環境に対する満足度は、「農用地や森林などの自然の豊かさ」が住民・事業者とも

に第３位です。重要度は、住民の第３位、事業者の第２位です。

■住民の意見：今の恵まれた自然環境を汚さない、こわさない。

■事業者の意見：信濃町の美味しい空気、水、お米、野菜をもっとアピールする。
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《行政の主な施策》

施策項目 施策内容 担当係

湖沼の保全

「野尻湖に係る湖沼水質保全計画（長野県）」や「野

尻湖の水辺整備基本計画」に基づき、野尻湖の水質保全

に取り組みます。

環境係

湖内や水辺の利用の際の漁協や観光協会、水辺利用の

関係機関などによる水質汚濁防止などの湖沼環境に配

慮した取り組みを支援します。

農林畜産係

商工観光・
癒しの森係

森林の保全

水源かん養、土砂災害の防止、生態系の保全、地球温

暖化の防止などのため、計画的に森林を保全します。

農林畜産係
環境に配慮した森林施業のために、保育対象林の除間

伐、枝打ち施行など、適切に育林します。

間伐材などの木質燃料の有効活用により、森林の荒廃

化防止に努めます。

生活に密接し多種多様な環境が含まれる里山の適正

管理の促進など、里山の保全に取り組みます。

農林畜産係

商工観光・
癒しの森係

環境保全型農業の

推進

信州の環境にやさしい農産物認証制度の活用やエコ

ファーマーの育成により、安全で良質な環境にやさしい

農産物の生産促進、町堆肥センターの有効活用に取り組

みます。環境保全型農業の促進により、土壌や地下水汚

染を未然に防止します。

農林畜産係

農村環境の整備

農業の多面的役割を再認識し、住民と一体となって、

生態系や景観に配慮した生産基盤の維持・保全活動に取

り組みます。

農林畜産係

遊休荒廃地の発生防止や地域で分散している担い手

への利用権の再設定などによる基盤強化のため、農地中

間管理機構の活用と農業振興公社の設立を図ります。

農林畜産係

「信濃町営農支援センター」、「信濃町農業再生協議

会」の機能を充実し、農地中間管理機構の活用や日本型

直接支払制度・耕作放棄地再生利用制度の活用により、

耕作放棄地の有効活用を図ります。

農林畜産係

自然を活かした河

川整備の推進

多自然工法などにより、多様な生物の棲める環境の保

全・向上と河川の水質保全に努めます。
農林畜産係

動植物の保全と情

報収集・提供

公共工事などにおいては、必要に応じて動植物や生態

系の調査、影響評価、保全対策を講じ、生活環境と自然

との調和を図ります。

環境係

動植物の生息・生育エリアの一体的な保全、貴重な動

植物の乱獲や外来種の自然環境への持ち込み防止など、

生態系保全に向けた啓発や情報収集・提供などを進めま

す。

環境係

生涯学習係



32

《住民・事業者の取り組み》

《住民・事業者》

○野尻湖の環境保全のための水生植物の復元などに主体的に取り組みます。

○所有する山林※は、下草刈りや間伐、植林などの維持管理を適切に行い、里山

の保全に努めます。

※本町に居住していない所有者も含め、山林を適正に管理します。

○地元農産物を積極的に活用します。

○野生動植物の乱獲は行いません。

《事業者（農業者を含む）》

○農薬や化学肥料の使用を減らすなど、環境保全型農業に取り組みます。

《環境に関する各種団体など》

○漁協や観光協会、水辺利用の関係機関と連携し、水生植物などを活用しての水

質浄化活動を進めます。

○生産者と町内の宿泊業者や学校給食などと連携し、農産物の地産地消を進めま

す。
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【癒しの森 森林セラピー】

本町は、平成18年 4月、森林環境と生理実験の結果が認められ、第1期の「森林セラ

ピー基地」の認定を受けました。

森林セラピーは、地域の森林資源を活かしたエコヘルスツーリズムとして、徐々に認知度

が高まり、全国で60以上の自治体などが取り組んでいます。県内には全国最多の10の森

林セラピー基地があり、森林県・長寿県である長野県では近年林務部を始めとして部局横断

的に森林セラピー事業をバックアップする体制が整えられてきました。

本町は、「癒しの森事業」としてこれまで全国に先駆けて事業を展開してきました。特に

都市部の企業や大学などの団体向けに積極的に売り出しを行い、これまで着実に利用者を増

やしてきています。

しかし、以前に比べ森林セラピーに取り組む自治体などが増えている中で、他の森林セラ

ピー基地と同様の事業を行っていては埋没してしまうおそれがあります。

癒しの森事業では、利用団体と連携し、単なるエコヘルスツーリズムに留まらない取り組

みとして、「森林整備によるＣＳＲ事業」、「森林セラピー効果の実証研究事業」、「音楽文化

と組み合わせた癒しのまちづくり事業」などを行ってきました。

森林セラピーのガイドの質を高く保ちつつ、利用団体と連携した新しい取り組みを常に模

索することで特色ある森林セラピー事業を展開します。

野尻湖と黒姫山

１－２．人と自然のふれあいを確保する

豊かな自然は、住民の生活にやすらぎとうるおいを与えてきました。自然と

のふれあいを求める住民のニーズにこたえ、自然とふれあい、学ぶことができ

る場を確保します。

自然環境を保全しつつ、自然や歴史・文化資源を活かした観光と地域振興の

両立を目的とし、環境教育にも役立つ持続可能な新しい観光としてのエコツー

リズムを進めます。

《施策の背景、現状と課題など》

○森林の活用

健康と癒しの森推進事業により、森林散策・森林浴などの体験をメニュー化

しています。

○自然とのふれあい

自然観察会などの体験イベントを関係団体などと組織する団体にて実施して

います。

■集落全体での自然環境保全活動

日本型直接支払の資源向上制度を活用し、集落全体での自然環境保全活

動を実施、平成26年度実績：12集落
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《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

施策項目 施策内容 担当係

森林の活用

「健康と癒しの森推進事業」により、森林散策・森林

浴や林業体験などのさまざまな体験プログラムを開発

します。

指導員や森林ボランティアの育成を図り、森を育てる

文化の継承・発展を図ります。

農林畜産係

商工観光・
癒しの森係

自然とのふれあい

の推進

野尻湖や周辺地域を活用し、子どものときから自然に

ふれる機会を増やすとともに、高齢者の知恵を現代に活

かして自然に対する理解を深め、自然と共生する文化の

継承・発展を図ります。 生涯学習係

農林畜産係野尻湖や周辺地域を活用して活動をする自然体験団

体に対する支援や環境整備に努めます。

集落のまわりの自然環境を保全し、身近な自然とのふ

れあいの場を確保します。

野尻湖や周辺地域の自然環境保全の取り組みを町全

体で進め、既存の施設と自然環境を活かした住民などに

よる自然に学ぶ自然体験旅行（エコツーリズム）の展開

を支援します。

博物館

童話館

一茶記念館

商工観光・
癒しの森係

《住民・事業者》

○癒しの森事業に、理解を深め、活動に参加・協力します。

〇集落のまわりの自然環境の保全に努めます。

〇自然体験旅行（エコツーリズム）活動に参加・協力します。

《環境に関する各種団体など》

○身近な里山などを活用した自然観察会などの体験イベントを関係団体と連携して

進めます。

■住民の意見：

○住民がもっと気軽に自然とふれあえる環境を整備して欲しい（海外の取り組みなどを

参考に、若い人が住みたくなる町づくりをして欲しい。）。

○子どもたちに、野尻湖や山登り、スキー場などでアウトドアのイベントを企画し、信

濃町ならではの自然とのふれあいを楽しんでもらう。
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環境目標２ うるおいとやすらぎに満ちたまち【快適環境】

公園・緑地などの身近なみどり、美しい山々や田園風景などの自然景観、歴

史的な雰囲気などの快適な環境（アメニティ）は、私たちの生活にうるおいと

やすらぎをもたらします。これらの保全に加え、森林の豊かなみどりや清らか

な水辺などの自然的要素との調和を図りながら、積極的に整備・活用すること

も望まれます。

公園・緑地の整備とともに、道路や公共施設などの緑化を進め、みどりあふ

れる快適空間を創出します。また、信濃町らしい景観要素や歴史・文化資源な

どを守り、活用します。

■環境目標２

２－１．みどりあふれる身近な空間を創造する

良好な生活環境と魅力的な観光地づくりに向けて、住民や観光客がゆっくり

自然とふれあうことができる場や身近な遊び・憩い・交流・レクレーションの

場など、それぞれの特性や機能などを考慮し、計画的な公園整備と適切な維持

管理を進めます。

道路や公園などの公共空間の緑化を進めるとともに、住民や事業者による緑

化活動を支援し、町全体がみどりに囲まれた快適空間となるように努めます。

《施策の背景、現状と課題など》

○公園・緑地の整備

公園は、自然とのふれあいの場、レクリエーションの場などさまざまな用途

で利用され、市街地のみどりは、住民の憩いの場として重要な役割を担ってい

ます。

住民が日常的に気軽に利用できる公園として、小丸山公園、水戸口公園、町

民の森、童話の森、やすらぎの森、熊坂河川公園、水生植物園などがあります。

公園・緑地の整備にあたっては、利用形態や活用方法など、公園や緑地の持

つ機能を考慮した計画的な整備が望まれます。

項 目
現状

（平成26年度）

目標

（平成36年度）

住民による維持管理公園数 ２箇所 ３箇所

花いっぱいのまちづくり事業参加団体数 17団体 25団体

景観などに関する広報数 0件 ２件

県の景観条例や町の指導要綱に基づく指導件数 3件 0件
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○住民参加による公園や緑地の管理

遊歩道の維持管理を関係団体などと組織する団体にて実施しています。

野尻湖東大寮跡地を活用し「野尻湖・緑・水・風の空間」として公園を整備

し、その管理を関係団体などと組織する団体にて行っています。

○緑化の推進

花いっぱいのまちづくり事業として、ボランティア団体による公共花壇など

への花苗の植栽、集落による地区内花壇整備などを行っています。今後とも住

民や関係団体などによる自主的な緑化の推進が望まれます。

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

□町の環境に対する優先度（満足度と重要度の相関）は、「公園や広場の整備」が住民と

事業者の計で第５位です。

□町の環境に対する満足度は、「公園や広場の整備」が住民、事業者ともにマイナス（不

満足）の第１位です。

■住民の意見：小学生の子が３人いるが冬場の遊ぶ所が町に無い。せっかくの自然がある

信濃町を子どもが楽しめるような場所（公園や広場）を作って欲しい。冬場に限らず遊

ぶ所が欲しい。

□小丸山公園：一茶記念館に隣接する公園。俳諧寺、一茶の墓、一茶句碑など。

□町民の森：平成9年度に森林管理署より58ha の森林を取得し開設。森林保護育成、

国土保全、水源のかん養などの環境保全と住民のレクリエーション・憩いの場。大山桜

公園、風の広場、遊歩道など。

□童話の森：ミヒャエル・エンデと松谷みよ子の常設展示の黒姫童話館・童話の森ギャラ

―リーがある。
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《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

施策項目 施策内容 担当係

街中の公園・緑地

の整備

身近に利用できる既存の公園・緑地を充実します。
建設係

自然を活かした公

園・緑地の整備

野尻湖周遊道路や癒しの森・象の小径の維持管理や湖

岸遊歩道の設置検討など、野尻湖の水辺と湖面を活か

し、水辺で憩い、遊ぶことができる空間づくりを住民や

水辺利用の関係機関などと協働して進めます。

違法桟橋などの整理・統合を県と協力して検討を進め

ます。

建設係

商工観光・
癒しの森係

里山や黒姫山などの豊かな自然を活用した「癒しの

森」「童話の森」「町民の森」「やすらぎの森」などの

遊歩道や眺望拠点などを整備・充実します。

商工観光・
癒しの森係

童話館

住民参加による公

園の整備・維持

利用者の立場に立ち、地域の特性を活かした公園を整

備するため、住民参加による公園の計画・整備、住民に

よる維持管理、森林利用体制の整備の支援などを検討し

ます。

建設係

商工観光・
癒しの森係

緑化の推進

花いっぱいのまちづくりをめざし、公共施設などへの

花苗の植栽、集落による地区内花壇整備、道路脇や家庭

花壇の整備、工場や住宅、商店街などの敷地内緑化など

を進めます。

環境係

関係機関と連携し、河川の護岸などの整備にあたって

は、極力、自然を活かした工法を採用します。
建設係

《住民・事業者》

○公園や遊歩道、緑地などの清掃や緑化活動などの環境美化活動、施設の維持管理

などの活動に、積極的に参加・協力します。

〇道路脇や花壇を整備するとともに維持管理に努めます。

《事業者》

○工場や事業所の緑化に努めるとともに、適正に維持管理します。

《環境に関する各種団体など》

○遊歩道や公園などの管理を関係団体と連携し進めます。
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２－２．信濃町らしい景観を保全・創造する

緑の美しい山々やコスモスが咲きみだれる高原、きらめく湖面の野尻湖、農

家のたたずまいが調和した田園風景などの自然景観を保全するとともに、山間

集落や住宅地、公園、道路、公共施設などのまちなみ景観の保全・創造に努め、

信濃町らしい景観づくりを進めます。

《施策の背景、現状と課題など》

○景観

自然景観の保全のために、「都市計画法」、「長野県景観条例」、「信濃町土地利

用事業等の適正化に関する指導要綱」により、開発の規制・誘導により乱開発

を防止しています。

野尻湖の桟橋統合については、護岸にまとまった公共用地が無く、地元の積

極的な極力なくしては進まない事業です。県と引き続き協議を行います。

屋外広告物については、「屋外広告物条例」の規定による規制・指導を行って

いますが、広告主の協力が少なく、違反広告物、未申請広告物の廃絶には至っ

ていません。

豊かな自然景観を保全するとともに、中心市街地（しなの鉄道黒姫駅周辺）

や住宅地の整備においては、自然・田園景観に溶け込んだ美しいまちなみ景観

が形成されるような配慮が必要です。

地域景観を保全・活用するためには、各地域の景観の特徴を踏まえた計画的

な取り組みが必要です。

■景観に関連する指定区分など

野尻湖周辺：自然公園（妙高戸隠連山国立公園）、風致地区

黒姫山・飯綱山一帯：自然公園（妙高戸隠連山国立公園）

■ボランティアによる美化活動

愛護団体（富ケ原美化委員会による栃原北郷信濃線、山桑常会による杉野

沢黒姫（停）線、花のボランティア団体による駅前や国道１８号野尻湖入口

付近整備など）の協力を得て、歩道、待機所の清掃、草刈り、枝払い、沿道

の植樹帯、花壇の整備などを実施。

○空き家対策

高齢者の増加などにより空き家（廃屋）が発生しています。景観や環境、防

犯、防災上にも影響が出ることから対策が必要です。

一方、定住・移住の促進に向けた取り組みとして、空き家情報の提供や家賃

補助、住宅ローンに対する利子補給、移住相談会の開催などを関係機関やＮＰ

Ｏ法人などとの連携のもとに実施しています。

○観光の状況

健康と癒しの森推進事業として、自然を活かした森林散策・森林浴などの体
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験コースを設定しています。四季折々の特徴・環境や各種の歴史・文化施設を

活かした観光との連携による取り組みが必要です。

■歴史・文化施設の入館者数（単位：人）

（資料：信濃町勢要覧資料編、産業観光課）
※いこいの家、ウェルネス倶楽部（プール、グラウンド、マットゴルフほか）

■観光客数の推移（単位：千人）

（資料：信濃町勢要覧資料編、産業観光課）

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

施設名 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

野尻湖ナウマンゾウ

博物館
35,379 37,492 34,271 33,863 32,128

黒姫童話館 25,448 23,800 23,137 22,056 24,002

童話の森ギャラリー 18,040 16,009 14,757 17,516 14,681

一茶記念館 17,986 16,756 16,673 23,206 15,315

ふれあい広場※ 35,559 36,303 32,530 35,298 40,875

区 分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

延べ宿泊客数 385 389 417 412 472

日帰り客数 472 446 464 506 416

総 計 857 835 881 920 888

□町の環境に対する優先度（満足度と重要度の相関）は、「景観の状況、町の美しさ」が

住民と事業者の計で第４位です。

□町の環境に対する満足度は、「景観の状況、町の美しさ」が住民、事業者ともに低く、

住民の第８位、事業者の第10位です。

□将来の世代に残しておきたい信濃町の環境資源は、「澄んだ野尻湖、緑の湖畔」が住民・

事業者ともに第１位、第２位は「黒姫、斑尾など高原の緑や花の風景」、第３位は「豊

かな田園風景」です。

□豊かな自然環境を守り育てるために必要な取り組みは、「自然環境などを活かした観光

との連携」が住民・事業者ともに第１位です。

■住民の意見：

○昔は野尻湖に行くのが一番の楽しみでしたが、今は行く気がしません。もっと発展さ

せて下さい。以前は愛知県に住んでいました。

○高齢化が進み雪の多い町なので、空き家対策を考えて欲しい。
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《行政の主な施策》

施策項目 施策内容 担当係

景観形成の取り組

み

本町ならではの優れた景観の保全と創造を総合的・計

画的に進めるため、「信濃町景観条例」の制定や「信濃

町景観計画」の策定を検討します。

建設係

住民の景観に関する意識の向上、自ら進んで景観形成

を行う人づくりに向け、広報・啓発活動や学校教育、生

涯学習などを通じ、景観に関する情報提供や啓発、教育

を進めます。

環境係

建設係

総務教育係

生涯学習係

自然景観の保全

「長野県景観条例」や「信濃町土地利用事業等の適正

化に関する指導要綱」などに基づき、自然景観を変更す

る開発を規制し、自然景観の保全と創造を進めます。

建設係

国、県、住民、事業者などと連携し、野尻湖の周辺景

観や黒姫山を中心とした自然景観の保全と創造に取り

組みます。

建設係

社会的景観の向上

民間建築に際し、自然と調和した色彩やデザインの取

り入れなど、適切な指導・誘導を行い、自然や田園景観

に溶け込んだ美しいまちなみづくりに努めます。

建設係

屋外広告物に対し、町の景観を損なわないように規

制・誘導を行います。
建設係

景観に配慮したわかりやすい観光案内板や道路標識

などの設置に努めます。

建設係

商工観光・
癒しの森係

公共施設への植樹を計画的に進めるとともに、地域に

おける「花いっぱいのまちづくり事業」への取り組みな

ど住民主体の美化運動を促進し、美しくうるおいのある

生活空間の創造に努めます。

環境係

地区ごとの景観づくりや特色ある駅前景観や眺望地

点の整備のために、景観学習の取り組みや景観ボランテ

ィアの育成を進めます。

建設係

環境係

住居などとして使用されず放置されている建物の対

策を進めます。
環境係

観光との連携の推

進

野尻湖の周辺景観や黒姫山を中心とした自然環境の

保全・整備、花のまちづくり、農林漁業などとの連携を

住民や観光協会、水辺利用の関係機関、農林業団体など

と一体となって進めます。

商工観光・
癒しの森係

農林畜産係

環境係

「きれいな観光地でもてなす」ことを基本とし、看板

や自然遊歩道の整備、緑化や花いっぱいのまちづくり事

業、ごみのポイ捨ての防止と持ち帰りの促進など、行

政・住民・事業者の連携により取り組みます。

商工観光・
癒しの森係

環境係
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《住民・事業者の取り組み》

黒姫童話館

《住民・事業者》

○建物などの新築・増築などの際は、周辺の景観との調和に配慮します。

○敷地内の樹木や生垣、草花などを適切に維持管理し、街中にうるおいをもたらす

よう努めます。

《事業者》

○看板や広告などの設置の際は、周辺の景観との調和に配慮します。

《環境に関する各種団体など》

○観光地や観光地に通じる道路の清掃、草刈り、枝払い、沿道の植樹帯や花壇の管

理をボランティア団体などで実施します。

○空き家情報の提供や移住相談会などを関係機関と連携して進めます。

○住民主体の団体や農林業者と連携し、自然環境の保全や整備、花のまちづくりを

進めます。
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２－３．歴史・文化資源を活かす

長い歴史と生活のなかで育まれてきた歴史・文化資源を保護・伝承するとと

もに、その活用方法の検討を進めます。

《施策の背景、現状と課題など》

約4万年前には野尻湖を「狩り場」として生活していた人たちがいたと推定

されています。湖岸でナウマンゾウやオオツノジカの化石、旧石器などが発掘

されています。湖の周辺には遺跡も多く、発掘調査の成果を野尻湖ナウマンゾ

ウ博物館に展示しています。

本町は、俳人の小林一茶の生地であり、町内には一茶記念館や一茶旧宅、100

余りの句碑などゆかりの史跡があります。

各種文化財所有者と連携し、保全活動に努めています。

これらの歴史・文化資源の保護・保存や調査を行うとともに、地域文化活動

や環境学習の材料としての活用が必要です。

■指定登録文化財

名称 指定区分 所在地 指定年

小林一茶旧宅
こばやしいっさ

きゅうたく
国－指定―史跡 柏原 昭和32年

藤野屋旅館本

館

ふじのやりょかん

ほんかん
国－登録－有形文化財 柏原 平成22年

霊仙寺跡 りょうぜんじあと 県―指定―史跡 大井 昭和54年

野尻湖産大型

哺乳類化石群

※

のじりこさんお

おがたほにゅう

るいかせきぐん

県―指定―天然記念物

野尻湖ナ
ウマンゾ
ウ博物館

平成26年

野尻一里塚 のじりいちりづか 町―指定―史跡 野尻
昭和47年（東側）

昭和57年（西側）

民俗資料室
みんぞくしりょう

しつ

町―指定―有形民俗文

化財

公民館古
間支館内

昭和56年

懸仏（御正体）
かけぼとけ

（みしょうたい）
町―指定―有形文化財

野尻湖ナ
ウマンゾ
ウ博物館

平成6年杉久保遺跡出

土石器

すぎくぼいせき

しゅつどせっき
町―指定―有形文化財

立が鼻遺跡出

土骨器

たてがはないせき

しゅつどこっき
町―指定―有形文化財

古間区有文書
ふるまくゆう

もんじょ
町―指定―有形文化財

一茶記念
館

平成13年

一茶の句碑 いっさのくひ 町―指定―有形文化財
柏原（諏訪
神社）

平成14年

芭蕉の句碑 ばしょうのくひ 町―指定―有形文化財 野尻 平成14年

黒田家住宅
くろだけ

じゅうたく
町―指定―有形文化財 富濃水穴 平成17年
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（資料：信濃町の指定文化財、信濃町教育委員会生涯学習係）
※ナウマンゾウ・ヤベオオツノジカ・ヘラジカ

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

《行政の主な施策》

名称 指定区分 所在地 指定年

中村家住宅
なかむらけ

じゅうたく
町―指定―有形文化財 柏原 平成19年

長月庵若翁の

墓碑

ちょうげつあん

じゃくおうのぼひ
町―指定―有形文化財 柏原（雲龍

寺
平成19年

玉巵弾琴図
ぎょくしだんきん

ず
町―指定―有形文化財

菅川神社の大

杉群

すがかわじんじゃ

のおおすぎぐん
町―指定―天然記念物

古海（菅川
神社）

平成20年

施策項目 施策内容 担当係

歴史・文化資源の

保全・活用

一茶ゆかりの史跡、石碑、民家、神社・寺、石仏、古

木などの保全活動を進め、次世代に伝承します。

町内各所に分布する文化財などについても調査・研究

を行い、その指定・保存に努めるとともに、町の活性化

のために活用します。

生涯学習係

文化財の展示・公開や町の歴史を知るための学習会な

どを通じ、住民の歴史・文化資源への意識・理解を高め

ます。

生涯学習係

歴史・文化資源と

観光との連携

「野尻湖ナウマンゾウ博物館」や旧野尻湖小学校周辺

一帯を観光エリアとして機能強化するとともに、文化財

に関する情報発信など、本町の貴重な歴史・文化資源を

観光資源として活用します。

博物館

■住民の意見：小林一茶、野尻湖、農業（ブランド化した米づくり）、観光と連携したま

ちづくり、他県の人達により多くの人に来てもらえるよう今以上、努力していただきた

い。

■事業者の意見：町内に沢山ある文化財を保護する条例が欲しい。
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《住民・事業者の取り組み》

国指定史跡 小林一茶旧宅

ナウマンゾウの一号臼歯（町指定天然記念物）

《住民・事業者》

○歴史・文化資源に関するイベントに積極的に参加し、歴史・文化資源などへの理解

を深めます。

《事業者》

○開発などを行う際は、歴史・文化資源などの保護、保全に配慮します。
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環境目標３ 良好な生活環境のまち【生活環境】

従来の事業活動に伴う典型7公害（大気汚染、水質汚濁、悪臭、騒音、振動、

地盤沈下、土壌汚染）への対策から、自動車の使用による大気汚染や生活排水

による水質汚濁など、私たちの日常生活に伴う環境負荷が課題になっています。

関係機関と連携し、大気、水質、土壌などの汚染や騒音・振動・悪臭などの

監視に努めるとともに、光害への対応や放射線量の測定などを行い、良好な環

境の維持に努めます。

公害発生時には、関係機関と連携し、事業所などに対する指導を行い、公害

発生源の適正な管理や改善を促進します。

安全で快適な環境を維持するため、環境保全型農業の推進（農薬・化学肥料

の適正使用・減量化）、廃油処理などによる家庭排水の浄化、水洗化の促進など、

住民参加による生活環境の保全を促進します。

ダイオキシン類をはじめとする有害化学物質の適正管理が求められています。

日常生活や事業活動に伴う環境負荷の低減を目指し、各種施策に取り組みます。

■環境目標３

３－１．きれいな空を守る

自動車や事業所、工場の排出ガス対策や野焼きやごみの自家焼却の禁止によ

り、有害物質の大気中への排出を抑え、きれいな空気と悪臭のない快適な生活

環境を確保します。

《施策の背景、現状と課題など》

○交通機関の排ガス対策

平成24年度からデマンド交通を含めた新公共交通システムをスタートし利

用促進に努めるとともに、在来線の利用促進にも努めています。

自動車の利用は生活の利便性を向上させる上で不可欠ですが、大気汚染物質

をなるべく排出しないように、その利用方法の見直しや低公害車の導入などの

検討・実践が必要です。

項 目
現状

（平成26年度）

目標

（平成36年度）

デマンド交通利用者数

（利用事前登録者数1,850人）
13,661人 （予測値）11,560人

野焼きの通報件数 6件 ０件

悪臭の苦情件数 0件 ０件

公共下水道接続率 63.8％ 82.3％

合併処理浄化槽補助金活用設置数 12基 １８基

騒音・振動の苦情件数 0件 ０件
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○北部衛生センターでの排ガス測定

年２回ばいじん濃度、硫黄酸化物量・濃度、窒素酸化物濃度、塩化水素濃度、

ダイオキシン類濃度を測定しています。いずれも規制値内です。

○野焼き

ごみの野外焼却の禁止を広報などで周知しています。

通報があった場合、現場へ行き指導しています。悪質な場合は、警察と対応

しています。

不適切な放置物に対して、土地の所有者に片づけるように指導していますが、

片付かない現状です。

■野焼きの通報件数（単位：件）

○悪臭

悪臭の苦情が寄せられた場合、現場に出向き、原因を調査し、原因者に注意

をしています。

■悪臭の苦情件数（単位：件）

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成2６年度

通報件数 6 3 11 3 6

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成2６年度

苦情件数 0 3 2 3 0

□町の環境に対する満足度は、「大気の状況」が住民・事業者とも第１位です。

■住民の意見：空気のきれいな町だと思い都会から引っ越して来たが、野焼きの多さにび

っくりで困っている。朝からけむりくさく、日中、夕方といたる所でいぶしくさい。洗

たく物も外に出せない。野焼きの曜日や時間を決めたら良いと思う。信濃町に来なけれ

ば良かったと思ってしまう。田畑のある田舎はどこもしようがないのかもしれないが、

信濃町から良い方向に働きかけてくれればと思う。
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《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

しなの鉄道黒姫駅

施策項目 施策内容 担当係

公共交通機関など

の利用促進

デマンド交通やしなの鉄道などの公共交通機関の利

用を促進します。

まちづくり
企画係

事業所や工場の排

ガス対策の推進

既存・新設の工場、事業所の排ガス対策を指導し、有

害物質の大気中への排出を抑制します。

可燃ごみ焼却施設（北部衛生センター）では、施設整

備などの環境対策を十分に行います。

環境係

野焼きや自家焼却

の禁止の徹底

家庭や事業所での自家焼却を禁止し、悪臭や煙害、有

害物質の発生を防止します。

住宅付近での稲わらや土手草などの野焼きの自粛を

促し煙害を防止します。

不適切な放置物を片付けるよう指導します。

環境係

悪臭対策の推進
工場や事業所（酪農を含む）の悪臭の発生防止を指導

します。
環境係

光害対策の推進
人工光により防犯、活動の安全性を確保しつつ、野生

動物、農作物、景観などへ及ぼす影響を防止します。
環境係

《住民・事業者》

○公共交通機関の利用に努めます。

○ごみの野焼きや簡易焼却炉などによる焼却は行いません。

《事業者（農業者を含む）》

○焼却炉やボイラーは、適正な燃焼管理と排ガス処理を行います。

○事業活動などに際し、悪臭により近隣に迷惑をかけないようにします。



48

３－２．きれいで安全な水を守る

野尻湖で過去に淡水赤潮が発生しましたが、平成６年に「湖沼法」の指定を

受け、総合的な浄化対策が進められています。

工場や事業所の排水対策を進めるとともに、生活排水対策として公共下水道

などの整備と下水道接続率の向上に努め、湖沼や河川における水質汚濁の防止

に取り組みます。

《施策の背景、現状と課題など》

○河川などの水質

毎年河川など20箇所と枡形不燃物最終処分場の浸出水の水質検査を実施し

ています。すべての項目で環境基準を達成しています。

○生活排水対策

農業集落排水事業を含めた下水道整備は、野尻・柏原・古海・富濃・富士里

の５処理区のうち、柏原処理区を除いた４処理区で平成20年度に完了しまし

た。

下水道計画区域外においては、合併浄化槽整備事業補助事業を実施する中で、

合併浄化槽の設置を進めています。

下水道への接続率が柏原処理区を除き横ばい傾向であり、接続率向上が課題

です。

■公共下水道整備状況

（資料：信濃町勢要覧資料編ほか）
※平成27年３月現在

項目
公共：野尻処理区 特環：菅川処理区 公共：柏原・古間処理区

全体計画 許可計画
11ha

全体計画 許可計画

処理区面積 259ha 164ha 350ha 221ha

計画人口：定住 1,770人 1,730 人 100人
5,400人 2,830人

計画人口：観光 12,500人 12,100人 2,300人

処理施設 北部浄化センター
北部浄化センターに

接続
柏原浄化センター

供用開始 平成7年 平成10年 平成19年

処理区域内人口※ 1,017人 45人 2,786人

水洗化人口※ 735人 35人 1,541人

公共枡接続率
平成22年：74.6％

平成26年：77.3％

平成22年：90.2％

平成26年：90.5％

平成22年：37.5％

平成26年：50.2％
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■農業集落排水事業整備状況

（資料：信濃町勢要覧資料編ほか）
※平成27年３月現在

■小型合併処理浄化槽設置補助金活用による設置基数（単位：基）

○工場・事業所の排水対策

工場や事業所の排水の適正処理などの公害対策を県と連携し対応しています。

○土壌・地下水保全

排水やごみなどによる土壌汚染を未然に防止し、安全な土壌と地下水の保持

が必要です。

○水資源の保全対策

水資源（水道水源）の有効利用のため、水道施設の維持管理と水道管の漏水

対策を進めるとともに、節水意識の向上のために啓発しています。

「信濃町水道水源の保護に関する条例」に基づき、水道水源保護区域の保護、

その他の水源かん養林の保全などによる水道水源の保護が必要です。

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

項目 古海地区 富濃地区 富士里地区

処理区面積 16ha 71ha 43ha

計画人口 590人 1,760人 1,590人

処理施設 古海浄化センター 富濃浄化センター 富士里浄化センター

供用開始 平成６年 平成10年 平成16年

処理区域内人口※ 214人 1,210人 971人

水洗化人口※ 194人 1,014人 774人

公共枡接続率
平成22年：90.3％

平成26年：93.0％

平成22年：80.6％

平成26年：84.4％

平成22年：75.9％

平成26年：81.7％

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成2６年度

設置基数 15 21 18 15 12

□町の環境に対する優先度（満足度と重要度の相関）は、「湖沼や河川周辺の水辺環境の

整備」が住民と事業者の計で第１位、「河川などの水質」が第３位です。

■住民の意見：河川の水質にもっと注意を払って欲しい。住民への意識づけが重要。魚や

植物の生息する環境を取り戻すべき（ごみや空き缶のポイ捨て、河川へのごみ投棄）。

■事業者の意見：下水接続地域でのくみ取り料金は値上げして、下水道の使用を促して欲

しい。
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《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

施策項目 施策内容 担当係

生活排水対策の推

進

公共下水道、農業集落排水などの下水道整備地域の下

水道未接続者に対し、「排水設備工事資金融資あっせん

及び利子等補給制度」の活用を促進するとともに、戸別

に接続を促すなどの対応を行い、下水道への接続を促進

します。

下水道係

公共下水道、農業集落排水事業などの計画区域外につ

いては、合併処理浄化槽の設置を引き続き促進します。
下水道係

下水道管理業務の包括的民間委託方法など民間活力

をさらに活用する中で、効率的な維持管理、汚泥処理を

進めます。

下水道係

洗剤の適量使用、廃食用油処理など各家庭から排出さ

れる生活排水の汚れを少なくするように、住民に啓発し

ます。

環境係

事業系排水対策の

推進

工場や事業所の排水の適正処理を指導し、公害の未然

防止を徹底します。
環境係

水質浄化の推進

河川などの汚濁防止に向けて、自然浄化能力を活かし

たシステムの採用を検討します。

野尻湖水質浄化池の適切な利用を進めます。

農林畜産係

土壌や地下水汚染

の防止

工場や事業所、家庭の排水の浄化、下水道などの整備、

ごみや有害物質の適正処理の徹底を啓発し、土壌や地下

水汚染が発生しないように指導します。

環境係

水資源の保全対策

水道施設の維持管理と漏水対策を進めるとともに、節

水意識を啓発し、限りある水資源を有効利用します。
水道係

「信濃町水道水源の保護に関する条例」に基づき、水

道水源保護区域の保護、その他の水源かん養林の保全に

努め、水道水源を保護します。

環境係

監視測定の実施 湖沼、河川、地下水の水質調査を継続して行います。 環境係

《住民》

○公共下水道区域や農業集落排水整備区域では、速やかに排水設備を設置し、下水

道などへの接続に努めます。

○洗剤の適量使用や廃食用油処理など、家庭から排出される生活排水の汚れを少な

くするよう努めます。

《事業者》

○排水処理施設の維持管理を行い、排水を適正に処理します。

○水質汚濁関連の公害関係の法令・条例などを守り、事業活動を行います。
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３－３．まちの静けさを守る

騒音・振動の発生源は、道路交通、工場や事業所、建設作業、近隣など多岐

にわたります。

これらの騒音・振動に対して低減対策を図り、まちの静けさを守ります。

《施策の背景、現状と課題など》

○車両などの騒音・振動対策

町内の上信越自動車道の騒音苦情に対する改善について、長野自動車道・上

信越自動車道環境対策協議会として、東日本高速道路株式会社関東支社長野管

理事務所へ毎年要望しています。

○工場・事業所・建設作業などにおける騒音・振動対策

騒音の発生源となる工場・事業所と住宅地との混在立地を避けるなど、都市

計画における用途地域に応じて、適正な土地利用を行っています。

「環境基本法」の環境基準などに基づき、引き続き適切に指導します。

○近隣騒音対策

騒音・振動の苦情申し立てに対し、騒音・振動調査を行うなど適切に対応し

ています。

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

《行政の主な施策》

施策項目 施策内容 担当係

車両などの騒音・

振動対策の推進

高速自動車道、国道、県道の道路交通騒音・振動低減

のための整備を関係機関と調整し、進めます。
環境係

工場・事業所・建

設作業などにおけ

る騒音・振動対策

の推進

工場や事業所、建設作業などに伴う騒音・振動・低周

波に対して、その低減と未然防止を指導します。
環境係

騒音の発生源となる工場・事業所と住宅地との混在立

地を避けるなど、適正な土地利用により騒音・振動・低

周波による生活環境への影響を低減します。

建設係

□町の環境に対する満足度は、「騒音・振動の状況」が住民、事業者ともに第２位です。
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《住民・事業者の取り組み》

信濃町北部浄化センター（公共下水道）

《住民・事業者》

○エコドライブを心がけ、自動車騒音に配慮します。

○日常生活や事業活動に際し、騒音により近隣に迷惑をかけないようにします。

《事業者》

○建設機械や工事用車両による騒音・振動で周辺に著しい影響を与えないよう配慮し

ます。
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３－４．ポイ捨て、不法投棄を防ぐ

ポイ捨てや不法投棄など一部の不心得者によって、町の環境が大きく損なわ

れます。観光地としてもポイ捨て、不法投棄を撲滅して、良好な生活環境を保

全します。

《施策の背景、現状と課題など》

空き地や山林など、不法投棄が多い箇所に看板を設置しています。黒姫・野

尻湖を美しくする会において、ごみのポイ捨て禁止などのＰＲ活動を行ってい

ます。

不法投棄の監視体制として、平成27年４月現在、県委嘱の不法投棄防止パ

トロールが１名、町委嘱の公害防止協力員が15名おり、各地区の不法投棄を

監視しています。

ごみゼロ運動を自治会とともに毎年開催しています。

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

《行政の主な施策》

施策項目 施策内容 担当係

ポイ捨て・不法投

棄対策の推進

公園や観光・レクリエーション施設の清掃を徹底する

とともに、住民や観光客のごみの持ち帰りとポイ捨て防

止の意識を啓発します。

空き地や山林の管理を適切に行うなど、ポイ捨てや不

法投棄が起こりにくい環境整備を周知徹底します。

環境係

商工観光・
癒しの森係

地域住民や事業者などとの連携による不法投棄パト

ロール体制を強化するとともに、町内一斉のごみゼロ運

動などの環境美化活動を促進し、ポイ捨てや不法投棄の

未然防止や適正処理に努めます。

環境係

□関心ある環境問題は、「山林などへの廃棄物の不法投棄」が住民の第2位、事業者の第

４位です。

□日常的に行っている環境に対する取り組みは、「タバコの吸いがらや空き缶などをポイ

捨てしない」が住民の第３位です。

■住民の意見：たばこのポイ捨て、ガムのポイ捨て、特に最近、犬のフンの始末がされて

いないのが多い。町で条例を作り、きちんと飼い主が責任を持つ意識を作って欲しい。

特に春（雪が解けた後）にごみが出てくることがある。

■事業者の意見：不法投棄は絶対に許さない取り組みも必要。
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《住民・事業者の取り組み》

ごみパトロール

野尻湖周遊道路 癒しの森コース（象の小道）の入り口付近

《住民・事業者》

○ごみは適正に処理し、ポイ捨てや不法投棄は絶対にしません。

○不法投棄の監視パトロールなどに協力します。
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３－５．有害化学物質などへの対策を進める

人の健康や生態系への影響が懸念されているダイオキシン類をはじめとする

有害化学物質に関する情報収集・情報提供に努めます。

国では事業者による化学物質の自主的な管理を促すためにＰＲＴＲ制度（化

学物質排出移動届出制度）とＭＳＤＳ制度（化学物質等安全データシート制度）

を進めています。

化学物質による環境汚染が発生しないよう、事業者にこうした情報を周知し、

法遵守と対策を徹底します。

《施策の背景、現状と課題など》

○ダイオキシン類の調査

枡形最終処分場において地下水のダイオキシン類濃度の測定を毎年実施して

います。環境基準を超過する値は、検出されていません。

○空間放射線量、放射性物質の測定

空間放射線量の測定を平成23年度から毎月４月から11月に実施し、結果

を町ホームページで公表しています。

放射性物質測定は、小中学校、保育園の給食食材のうち数品目を毎日実施し

ています。

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

□有害化学物質への関心は、順位は低いのですが、関心のある環境問題として住民の

5.9％、事業者の2.5％が選択しています。

■住民の意見：柏崎・刈羽原発から80ｋｍの信濃町。放射能汚染についても、身近なこ

ととして考えていきたい。豊かな自然環境や自然のめぐみ（食材など）も汚染されては

活かされない。

■事業者の意見：民間の放射能測定所がある。見守って、育てていきたい。
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《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

施策項目 施策内容 担当係

有害化学物質など

に関する情報収集

と情報提供

ダイオキシン類をはじめとする有害化学物質の現状

や対策などの情報収集と提供を行います。
環境係

ＰＲＴＲ制度やＭＳＤＳ制度などの化学物質に関す

る法体制を周知し、事業所などにおける法遵守と対策を

徹底します。

環境係

福島原発事故に由来する国、県の支援情報と町の測定

情報など、必要な情報を迅速に提供します。
環境係

監視測定の実施
ダイオキシン類、空間放射線量、放射性物質の測定を

継続して実施します。

環境係

総務教育係

《住民・事業者》

○家庭から出る乾電池などの有害物質を適正に処理します。

○広報紙や町ホームページなどによる空間放射線量などの情報を確認し、適切に行

動します。

《事業者》

○焼却炉やボイラーは、適正な燃焼管理と排ガス処理を行い、有害物質の排出を抑

制します。

○有機溶剤などの化学物質を含む排水を適正に処理します。

○ＰＲＴＲ制度やＭＳＤＳ制度に従い、化学物質の排出量や移動量の把握・報告、

排出削減などによる環境汚染の未然防止に努めます。
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環境目標４ 地球温暖化防止と循環型社会を目指すまち【地球温暖

化、エネルギー、廃棄物対策】

エネルギーや資源の消費などに伴う環境負荷は、周辺地域に影響を及ぼすだ

けでなく、地球温暖化や酸性雨などの地球環境問題をも引き起こしています。

エネルギー・資源の有効利用やごみの減量化と適正処理を進め、資源循環型

社会の形成を目指すとともに、地域環境保全の視点からの地球環境問題に取り

組みます。

■環境目標４（二酸化炭素総排出量）［再掲］

（第2次信濃町地球温暖化防止実行計画（平成25年度～平成29年度）により）
※9.6％：基準年において、町内5小学校からの二酸化炭素排出量が総排出量に占める割
合。平成24年度に町内5小学校を統合し、9.6％の削減が見込まれるため、これを維
持する。また、各施設においても二酸化炭素排出量抑制に努める。

■環境目標４

※リサイクル率：年間のごみ総排出量に対し、再資源化した量の割合

４－１．地球環境問題への取り組みを進める

地球の温暖化、オゾン層の破壊などの地球環境問題は、私たちの日常生活や

事業活動が起因となって発生しています。

地域の環境保全への取り組みは、地球環境保全への取り組みでもあることを

認識し、できることから行動することが大切です。

地球環境問題は、個々の問題が相互に複雑に結び合っており、こうした現状

を理解することが、対策の第一歩です。住民・事業者に対し、適切な情報提供

などの啓発活動を進めます。

項 目
基準年度排出量

平成23年度

削減目標

※

目標年度排出量

平成29年度

町の事務・事業における

二酸化炭素（CO2）総排出量
2,678,418kg-CO2 9.6％ 2,421,290kg-CO2

項 目
現状

（平成26年度）

目標

（平成36年度）

町の公用車の低公害車（電気自動車、ハ

イブリッド自動車など）率
1.6％ 6.6％

ペレットストーブ補助延べ件数 10件 30件

一人1日当たり可燃ごみ排出量 640ｇ／人・日 6２0ｇ／人・日

リサイクル率※ 19.3％ 2１.0％
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○地球温暖化防止対策

平成24年度に「信濃町第２次地球温暖化防止実行計画」を策定し、町で行

う事務・事業で発生する二酸化炭素などの排出量を把握し、削減目標に向けた

取り組みを行っています。

地球温暖化の防止のためには、省エネルギー・省資源を基調としたライフス

タイルへの転換やハイブリッド自動車や省エネルギー型製品の使用、太陽光や

バイオマス、風力などの再生可能エネルギーの活用など、エネルギーの有効利

用に向けた取り組みが必要です。

○フロンの回収

オゾン層は、太陽光線に含まれている生物にとって有害な紫外線の大部分を

吸収する役割を果たしていますが、このオゾン層がフロンを代表とするオゾン

層破壊物質によって破壊されています。

平成13年に施行された「家電リサイクル法」では、回収されたエアコンと

冷蔵庫に含まれるフロンを回収して、再利用または破壊処理することを製造業

者に義務づけています。平成14年に施行された「フロン回収破壊法」では、

カーエアコンと業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されている3種類のフロ

ンをそれぞれの役割分担のもと、適切に回収・破壊処理することを義務づけて

います。平成27年改正により「フロン排出抑制法」となり対策が強化されて

います。町では、これらのフロンの回収が適切に行われるよう分別区分の手引

きに掲載しています。

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

【地球環境問題】

地球環境問題とは、影響や被害が一国内にとどまらず、国境を越え、ひいては地球規模

にまで広がる環境問題を指します。このような空間的な広がりだけでなく、世代を越えて

影響が生じるという時間的な広がりを持つことも地球環境問題の特徴です。

具体的には、「地球温暖化」、「オゾン層の破壊」、「酸性雨」、「熱帯林の減少」、「野生生

物種の減少」、「砂漠化」、「海洋汚染」、「有害廃棄物の越境移動」、「開発途上国の公害」な

どがあげられます。

□関心ある環境問題は、「地球温暖化」が住民・事業者ともに第１位です。

□日常的に行っている環境に対する取り組みは、「テレビや照明などをこまめに消す」が

住民の第２位で、「使っていない照明などをこまめに消す」が事業者の第３位です。

■住民の意見：地球温暖化の影響か豪雨、竜巻など異常気象が発生し各地に影響が出てい

る。原因など自分なりに考え、少しでも気をつけられることがあったらと心して生活し

たい。
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《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

施策項目 施策内容 担当係

地球温暖化対策の

推進

「第２次信濃町地球温暖化防止実行計画」に基づき、

町が率先して地球温暖化対策に取り組み、町で行う事

務・事業で発生する二酸化炭素などの温室効果ガスの排

出削減を図ります。

環境係

さまざまなエネルギー・資源の使用に伴い発生する温

室効果ガス（二酸化炭素など）を削減するため、省エネ

ルギー・省資源や環境負荷の軽減に向けた取り組みを啓

発します。

環境係

エコマーク商品やグリーンマーク商品、再生品の購入

などの普及・啓発に努めます。
環境係

低公害車（電気自動車、ハイブリッド自動車など）の

普及や転換を促進します

環境係

財政係

フロン回収

エアコンや冷蔵庫、自動車のカーエアコンなどに使用

されているフロンを廃棄時に適正に回収・破壊処理する

ため、「家電リサイクル法」と「フロン回収破壊法」に

よる回収ルートを住民や事業者に周知します。

環境係

《住民・事業者》

○地球環境問題と日常生活や事業活動、地域の環境問題とのつながりを理解すると

ともに、地球環境問題と関連する環境保全行動の実践に努めます。

○環境負荷の少ない製品やエコマーク・グリーンマークのついた商品の使用に努め

ます。

○自動車の購入や買い替え時には、低公害車の導入を検討します。

《事業者》

○物流の効率化を図り、車両の走行量を抑制します。
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４－２．エネルギー・資源を有効利用する

エネルギー・資源の大量使用は、私たちの生活の快適性を向上させてきた一

方で、地球の温暖化や資源の枯渇などの深刻な環境問題を引き起こしています。

省エネルギー・省資源への取り組みや「信濃町地域新エネルギービジョン」

に基づく検討・調査を行い、再生可能エネルギーなどの利活用に取り組みます。

《施策の背景、現状と課題など》

省エネルギー・省資源に関し、職員、住民に随時、啓発しています。

平成17年 2月に「信濃町地域新エネルギービジョン」を策定したものの新

エネルギーの導入について、本町に適しているか、費用対効果が得られるかな

どの判断が難しく、実施していませんでしたが、太陽光や太陽熱、雪氷冷熱、

小水力、バイオマスなどについて、地域特性を配慮した利活用に向けた取り組

みが必要です。

県との共同によりペレットストーブの普及活動を実施（1/2 補助）していま

す。

■信濃町立信濃小中学校での取り組み

平成24年 4月に開校した信濃小中学校では、冬期間の環境に配慮し、

外断熱工法や開口部の断熱化など建物全体を暖められる集中管理システム

を行っています。また、太陽光発電システムの設置やペレットストーブを

採用しています。

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

□町の環境に対する優先度（満足度と重要度の相関）は、「再生可能エネルギーなどの取

り組み」が住民と事業者の計で第２位です。

■住民の意見：

○電力に変わる再生可能エネルギー使用について、行政・住民・事業者が連携して取り

組めればと思う。例えば、太陽光エネルギー推進への補助など。

○信濃町は春、夏、秋が過ごしやすい。けれど冬は雪が多く住民は大変な思いをしてい

る。新しい技術の開発で雪による再生可能エネルギーができたらいいし、世界に誇れ

る物があったらいいなぁ。冬の暮らしが楽になるように人の流入が増すように。
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《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

施策項目 施策内容 担当係

省エネルギー・省

資源の推進

省エネルギー・省資源に関し、住民に啓発します。 環境係

まちづくり
企画係

環境・省エネルギーに配慮した住宅や高耐久性・寒冷

地仕様の住宅の情報提供を行うなど、地域の特性に合っ

た住宅の普及を促進します。

建設係

環境係

再生可能エネルギ

ー利用の推進

「信濃町地域新エネルギービジョン」に基づく検討・

調査を行い、太陽光や太陽熱、雪氷冷熱、小水力などの

再生可能エネルギーの利活用に取り組みます。

環境係

地域資源である林産資源、農産資源、畜産資源などの

バイオマスの利活用に取り組みます。

環境係

農林畜産係

雪氷冷熱の利活用に向けた事例の紹介など、事業所な

どの取り組みを支援します。

建設係

農林畜産係

《住民・事業者》

○電気・ガス・上水道、灯油、自動車燃料などの使用量の現状把握を行い、その削

減方法を検討します。

○建物の高断熱・高気密化や自然採光に努めます。

○新しく設備・機器を購入する際には、省エネルギー・省資源型のものを選択しま

す。

○太陽光発電システムや太陽熱利用システムなどの導入に努めます。

○間伐材などを原料とするチップ、ペレットを利用した暖房・給湯器具の導入に努

めます。

《事業者》

○省エネルギー・省資源行動を社員全員の取り組みとして定着させます。

○省エネルギー機器や高効率機器の導入、設備の高効率化に努めます。

○農産物冷蔵など多様な雪冷熱の利用・導入に努めます。
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４－３．ごみを減らして適正に処理する

環境負荷の少ない循環型社会を目指して、「信濃町一般廃棄物処理計画」に基

づき、日常生活や事業活動などに伴って発生するごみの減量化を進めるととも

に、ごみの分別を徹底し、ごみのリサイクルに取り組みます。

《施策の背景、現状と課題など》

○ごみ処理体制

排出されるごみは、可燃ごみ、不燃ごみ（埋立て、資源物）、粗大ごみ、有害

ごみに分別し、収集は民間に委託しています。可燃ごみは町内にある北部衛生

施設組合の処理施設、不燃物は枡形不燃物最終処分場でそれぞれ適切に処理し

ています。

地区のごみ集積所建設の補助（建設費の1/2、10万円上限）をしています。

枡形不燃物最終処分場は供用開始から35年経過していることから、分別収

集による一層の有効利用が必要です。

○ごみ排出量と減量化・再資源化

可燃ごみは、平成21年よりごみ袋の有料化を実施し、ごみの年間総処理量

は、有料化実施前の平成20年度 2,786t/年に対し、平成 26年度は 2,246

ｔ/年と減量しました。

資源物は、アルミ缶・スチール缶、ビン、アルミくず・鉄くず、ペットボト

ル、古紙、発泡スチロールに分別収集しています。リサイクル率は、平成22

年度21.1％に対し、平成26年度19.3％と低下しています。

毎年の衛生組合長会議で分別の徹底をお願いし、ごみの減量化につなげてい

ます。

「家電リサイクル法」や「資源有効利用促進法」の周知とともに、平成25

年から「小型家電リサイクル法」に基づくリサイクルを実施しています。

平成26年度からは、古着の収集を始め、可燃ごみの減量化を図っています。

一般廃棄物の減量対策を実効あるものとするため、廃棄物減量等推進審議会

と廃棄物減量等推進員の制度を設けています。

今後もごみの減量化・再資源化への取り組みを継続・充実するとともに、購

入・消費・廃棄の各段階で、ごみを排出抑制する意識を高めることが重要です。

○ごみの適正処理

適正な処理の確認ができない民間無料回収所へは、年に１度県と立入指導を

しています。

○ごみ処理の広域化

本町の可燃ごみの処理は、飯綱町と２町で構成する北部衛生施設組合の焼却

施設で行っていますが、長野広域連合の内、長野市、須坂市、千曲市、坂城町、

高山村、小川村、飯綱町の3市 3町 2村で将来の統合的なごみ処理システム

の構築、ごみ焼却施設、最終処分場の整備や運営などの基本方針を定める「ご

み処理広域化基本計画」を平成23年２月に策定し、新たな焼却施設や最終処
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分場の建設に取り組んでいます。平成31年３月には、ごみ焼却施設の稼働を

予定しています。

○し尿処理

本町のし尿や生活雑排水は、下水道と農業集落排水施設のほかに、合併処理

浄化槽にて処理しています。し尿と浄化槽汚泥は、北部衛生処理施設組合のし

尿処理施設に搬入し処理しています。

○産業廃棄物処理

産業廃棄物の適正処理を県と連携し、事業者を指導しています。ＰＣＢは、

町と事業者が情報共有し、適正に処理しています。

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の使用徹底や野焼きの防止など、適正処

理の指導を継続します。

■年間のし尿、ごみ処理状況

（資料：信濃町一般廃棄物処理実施計画、平成2７年4月現在、信濃町）
※排出量は、収集ごみと直接搬入ごみの計

■リサイクル率

※リサイクル率：年間のごみ総排出量に対し、再資源化した量の割合

《住民などの意識》

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

可燃ごみ排出量 t 2,343 2,316 2,353 2,316 2,246

不燃ごみ排出量 t 943 891 729 726 647

計（可燃＋不燃）ｔ 3,286 3,207 3,082 3,042 2,893

一人 1 日当たりごみ
排出量 ｇ／人・日

941 931 903 907 877

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

リサイクル率 ％ 21.1 19.1 19.2 21.0 19.3

□「関心のある環境問題」は、「ごみの減量化やリサイクル」が住民と事業者ともに第3

位です。

□日常的に行っている環境に対する取り組みは、「資源ごみはきちんと分別して回収に出

す」が住民・事業者ともに第１位です。

□より良い環境のために住民と町が協力するべき取り組みは、「資源回収やリサイクル」

が住民、事業者ともに第１位です。

■住民の意見：

○住民一人ひとりがごみの減量化に努力すること。各戸で生ごみ処理機を購入した場合

は補助する。

○日常分別しているごみ、資源ごみの具体的な処理方法も町報などで特集して欲しい。

プラごみは最終的にどうなるかとか。きちんと理解できれば、分別の意識も高まると

思う。

■事業者の意見：ごみの減量化やリサイクルについての勉強会の開催、学習の場を充実さ

せることが大切。

（環境に関する意識調査（アンケート）より）
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《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

施策項目 施策内容 担当係

ごみの減量化の推

進

可燃ごみ袋の有料化を継続し、負担の公平性と減量化

につなげます。
環境係

ごみ分別の広報・啓発活動を進め、一層の徹底を促進

します。
環境係

３Ｒ運動の促進

さまざまな機会を通じた啓発や情報を提供し、資源の

集団回収や生ごみの堆肥化、マイバッグ運動などの住

民・事業者の自主的な３Ｒ運動を促進し、ごみを出さな

いライフスタイルや事業活動への転換を促進します。

環境係

ごみの適正処理の

推進

「信濃町一般廃棄物処理計画」に基づき、現有施設の

適正管理を行いながら、ごみの適正処理と再資源化を引

き続き進めます

環境係

ごみ処理の広域化

の推進

「長野広域連合ごみ処理広域化基本計画」に基づき焼

却施設や最終処分場の建設を進めるとともに、収集・運

搬体制の整備などに取り組みます。

環境係

し尿処理体制の充

実

ごみ処理の広域化や下水道などの普及によるし尿量

の減少などを踏まえ、今後のし尿処理のあり方の検討結

果に基づき、取り組みます。

環境係

産業廃棄物の適正

処理の指導

事業者に対し、産業廃棄物の適正処理や「ＰＣＢ特別

措置法」をはじめとする有害物質の規制に沿って指導

し、不法投棄や不法処理の未然防止に努めます。

環境係

《住民・事業者》

○ごみの分別を徹底し、ごみの減量と資源の有効利用、リサイクルに努めます。

○「家電リサイクル法」の対象機器（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）の廃

棄の際は、小売店に引き取ってもらいます。

○資源ごみの回収など、地域の活動に進んで参加します。

《住民》

○生ごみは、コンポスト（堆肥化）容器などによりたい肥化し、家庭菜園などで

有効利用します。

○マイバッグの持参、再生品の利用や過剰包装を断るなど、身の回りでできるご

みを出さないライフスタイルに努めます。

《事業者》

○自己処理責任による事業系ごみを適正に処理します。

○産業廃棄物の処理に際し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の使用を徹底し

ます。
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環境目標５ 共に環境保全に取り組むまち【環境保全活動の推進】

さまざまな環境問題に適切に対応し、持続可能な社会を形成するためには、

行政、住民、事業者のみならず、環境に関する各種団体やNPO法人、学校な

どが、各自の行動による環境負荷や環境保全に必要な行動を認識し、役割を担

い、相互に連携しながら、自主的かつ積極的に取り組むことが必要です。

環境問題への理解を深めるための環境教育・環境学習などを進めるとともに、

環境行動の実践のための支援や連携体制の整備などを進めます。

■環境目標５

５－１．環境教育・環境学習を進める

地域環境や地球環境の保全のためには、各主体の参加・協力が不可欠です。

町は、環境の現状や課題、取り組むべき行動内容などの環境情報を収集し、

住民や事業者に広く提供します。

学校、保育園や地域などと連携し、自然保育や環境教育、環境学習の実践に

努めます。

《施策の背景、現状と課題など》

○環境情報

「広報しなの」や町ホームページ、フェイスブックに環境に関する情報を掲

載し、提供しています。平成25年度に分別区分の手引き書を改訂するなど、

最新の情報を提供しています。

これまでの広報手段の活用とともに、住民・事業者が必要とする情報を的確

に、分かりやすく、活用しやすい形での提供が必要です。

○環境教育、環境学習

各公民館での自然体験や郷土の歴史・文化資源にふれあう事業を学校にチラ

シを配布するなどにより、実施しています。

毎年、子どもや保護者、一般参加者の環境学習の場として、野尻湖クリーン

ラリーを開催しています。

項 目
現状

（平成26年度）

目標

（平成36年度）

広報による環境情報提供回数 2回 6回

環境に関する講演会開催回数 0回 １回

自然観察会などの開催回数 9回 10回
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《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

施策項目 施策内容 担当係

環境情報の収集と

提供

住民や事業者、各種団体などからの情報や要望などを

収集・把握するとともに、長野地域の会議で周辺市町村

や事業者、団体と情報を共有します。

環境係

広報紙やパンフレット、町ホームページ、相談窓口の

整備などにより、町内外の環境に関する情報を住民や事

業者などに的確に提供します。

環境係

環境教育・環境学

習の実践

学校・家庭・地域・関係機関と連携し、子どもたちが

自然や郷土の歴史・文化資源などにふれる体験の場や遊

び場を確保します。

総務教育係

生涯学習係

県の信州型自然保育の取り組みへの検討を進めると

ともに、恵まれた自然環境を活かした保育の充実を図り

ます。

子ども支援
係

環境に関する講演会や自然観察会などのイベントを

開催するなど、学習機会を充実します。
博物館

環境係

生涯学習係

□町の環境に対する満足度は、「環境に関する情報の公開や提供」や「環境に関する学習

の機会」は住民・事業者ともに低く評価点はマイナス（不満）です。

□ただし、日常的に行っている環境に対する取り組みの「広報などに掲載されている環境

情報の活用」や「環境教育・学習会への参加・協力」も住民・事業者ともに低い順位で

す。

■住民の意見：信濃町の今（現在）の環境を守っていくのにはやはり各家庭での話し合い、

そして学校での学習（環境問題）。未来の子ども達にずっと伝えて欲しい。

《住民・事業者》

○広報紙や町ホームページなどに掲載される環境情報を日々の生活や事業活動の中

で反映させるよう努めます。

○環境教育・環境学習の機会や体験イベントなどに進んで参加し、知識を深めます。

《事業者》

○環境教育・環境学習の場や機会、人材の積極的な提供に努めます。

○ＣＳＲ（企業の社会的責任）として、事業所の見学会や環境教育・環境学習の実

施に努めます。
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５－２．環境保全活動を進める

各主体の積極的な環境保全活動のために、補助金制度の充実や人材育成など

により支援します。

町・住民・事業者・その他各種団体による連携体制を整備し、一体となった

全町的な環境保全活動を実施します。

《施策の背景、現状と課題など》

○環境保全活動の支援

花のボランティア団体に花苗、希望する町内各集落に花の種子の配布などに

より、花いっぱいのまちづくり事業を実施しています。

癒しの森のトレーナー養成講座を定期的に開催しています。平成27年４月

現在の登録者は22名です。

毎年５月に町内一斉のごみゼロ運動を実施しています。

こうした施策を充実し、住民・事業者などの積極的な環境保全活動の支援が

必要です。

○広域的な取り組み

長野地域の環境関連の会議や事業に参加し、連携を図っています。北部衛生

施設組合（信濃町、飯綱町）に参加し、ごみやし尿処理に関して情報交換など

を実施しています。

今後とも周辺市町村との連携を深め、環境問題への早急な対応や対策を継続

します。

○町の率先行動

町は、住民や事業者の模範となるように、省エネルギーやごみ減量などの率

先行動に努めています。

《住民などの意識》

（環境に関する意識調査（アンケート）より）

□より良い環境のために住民と町が協力するべき取り組みは、「住まい（事業所）周辺の

道路の清掃」が住民・事業者ともに第２位です。「地域の緑化や花いっぱい運動」は、

事業者の第３位です。

□豊かな自然環境を守り育てるために必要な取り組みは、「地域の環境保全・環境美化な

どへの支援充実」が住民の第２位、事業者の第３位です。

■住民の意見：住民が行うことは身近なエリアの整備。生活している地域の草刈り、家の

道に面したところを美しく整備（木を刈り込む、花を植えるなど）するなど、小さなこ

とを地道に行っていくこと。

■事業者の意見：町、住民、事業者が共に協力して町の自然環境を守りつつ、それを活か

して観光との連携に取り組んでいく必要がある。
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《行政の主な施策》

《住民・事業者の取り組み》

花のボランティア団体による花苗

施策項目 施策内容 担当係

環境保全活動への

支援

補助金など各種支援制度の充実により、住民や事業

者、各種団体などの環境保全活動を支援します。
環境係

人材の発掘、リーダーの養成などに努め、環境保全活

動の活性化を図ります。

環境係

商工観光・
癒しの森係

住民や事業者や各種団体などが集い、情報交換や環境

保全活動を行うことができる場として、身近な地域施設

の整備・充実を図ります。

環境係

職員の地域活動へ

の参画の促進

地域住民と一体となって魅力ある地域づくりを進め

るため、職員の地域活動への参画を促進します。

まちづくり
企画係

広域的な情報交

換・連携

生活環境の向上に向け、周辺市町村との広域的な情報

交換、連携を行います。

環境係

下水道係

《住民・事業者》

○地域の清掃活動などの環境保全活動に進んで参加します。

《事業者》

○職場で環境保全に関する研修や環境学習会を開催し、環境に配慮した事業活動を

行います。

《環境に関する各種団体など》

○各種の関係団体と連携し、環境保全活動を進めます。
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野尻湖プロジェクト

環境目標１ 美しい自然と共生するまち【自然環境】

■環境目標１（野尻湖の水質）［再掲］

（野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第５期）、平成26年9月、長野県より）
※【 】内は、過去5年間の平均値
・CODの75%値、全リンの年平均値は、環境基準点（２地点）の最高値
・CODの年平均値は、各環境基準点の年平均値の全地点平均値

※長野県「野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第６期、令和２年３月）」策定

■環境目標１（野尻湖に係る湖沼水質保全計画による）［再掲］

（野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第5期）、平成26年9月、長野県より）

※長野県「野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第６期、令和２年３月）」策定

１－１．豊かな自然を育む

項 目
現 状

（平成25年度）

目 標

（平成30年度）
環境基準

ＣＯＤ

75％値（mg/Ⅼ）
2.4

【2.3】
2.0 1.0

（参考）
年平均値（mg/Ⅼ）

2.0
【2.0】

1.9 ―

全リン 年平均値（mg/Ⅼ）
0.005

【0.005】

0.005
（現状水準の
維持・向上）

0.005

項 目
現状

（平成25年度末）

目標

（平成30年度末）

信州の環境にやさしい農産物認証面積 61ha 100ha

エコファーマー認定促進 38件 42件

長野県原産地呼称管理制度（米） 2件 2件

施策項目 施策内容 担当係

湖沼の保全

「野尻湖に係る湖沼水質保全計画（長野県）」や「野

尻湖の水辺整備基本計画」に基づき、野尻湖の水質保全

に取り組みます。

環境係

湖内や水辺の利用の際の漁協や観光協会、水辺利用の

関係機関などによる水質汚濁防止などの湖沼環境に配

慮した取り組みを支援します。

農林畜産係

商工観光・
癒しの森係

動植物の保全と情

報収集・提供

動植物の生息・生育エリアの一体的な保全、貴重な動

植物の乱獲や外来種の自然環境への持ち込み防止など、

生態系保全に向けた啓発や情報収集・提供などを進めま

す。

環境係

生涯学習係

野尻湖を核として、地域の環境を整える
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１－２．人と自然のふれあいを確保する

環境目標２ うるおいとやすらぎに満ちたまち【快適環境】

２－１．みどりあふれる身近な空間を創造する

２－２．信濃町らしい景観を保全・創造する

２－３．歴史・文化資源を活かす

施策項目 施策内容 担当係

自然とのふれあい

の推進

野尻湖や周辺地域を活用し、子どものときから自然に

ふれる機会を増やすとともに、高齢者の知恵を現代に活

かして自然に対する理解を深め、自然と共生する文化の

継承・発展を図ります。

生涯学習係

農林畜産係

野尻湖や周辺地域を活用して活動をする自然体験団

体に対する支援や環境整備に努めます。

野尻湖や周辺地域の自然環境保全の取り組みを町全

体で進め、既存の施設と自然環境を活かした住民などに

よる自然に学ぶ自然体験旅行（エコツーリズム）の展開

を支援します。

博物館

商工観光・
癒しの森係

施策項目 施策内容 担当係

自然を活かした公

園・緑地の整備

野尻湖周遊道路や癒しの森・像の小径の維持管理、湖

岸遊歩道の設置検討など、野尻湖の水辺と湖面を活か

し、水辺で憩い、遊ぶことができる空間づくりを住民や

水辺利用の関係機関などと協働して進めます。

違法桟橋などの整理・統合を県と協力して検討を進め

ます。

建設係

商工観光・
癒しの森係

施策項目 施策内容 担当係

自然景観の保全
国、県、住民、事業者などと連携し、野尻湖の周辺景

観や自然景観の保全と創造に取り組みます。
建設係

観光との連携の推

進

野尻湖の周辺景観や自然環境の保全・整備、花のまち

づくり、農林漁業などとの連携を住民や観光協会、水辺

利用の関係機関、農林漁業団体など一体となって進めま

す。

商工観光・
癒しの森係

農林畜産係

環境係

施策項目 施策内容 担当係

歴史・文化資源と

観光との連携

「野尻湖ナウマンゾウ博物館」や旧野尻湖小学校周辺

一帯を観光エリアとして機能強化するとともに、文化財

に関する情報発信など、本町の貴重な歴史・文化資源を

観光資源として活用します。

博物館
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環境目標３ 良好な生活環境のまち【生活環境】

３－２．きれいで安全な水を守る

野尻湖と黒姫山・妙高山

施策項目 施策内容 担当係

生活排水対策の推

進

公共下水道、農業集落排水などの下水道整備地域の下

水道未接続者に対し、「排水設備工事資金融資あっせん

及び利子等補給制度」の活用を促進するとともに、戸別

に接続を促すなどの対応を行い、下水道への接続を促進

します。

下水道係

公共下水道、農業集落排水事業などの計画区域外につ

いては、合併処理浄化槽の設置を引き続き促進します。
下水道係

水質浄化の推進

河川などの汚濁防止に向けて、自然浄化能力を活かし

たシステムの採用を検討します。

野尻湖水質浄化池の適切な利用を進めます。

農林畜産係

監視測定の実施 湖沼、河川、地下水の水質調査を継続して行います。 環境係
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第５章 計画の推進

１．推進体制

本計画を着実に推進するために、町・住民・事業者・環境に関する各種団体

などが、将来の信濃町の環境の保全と創造に対しての役割を認識し、それぞれ

に連携・協働して、施策や環境負荷の少ない行動を実施します。広域的な課題

については、国・県、他の地方公共団体と連携を図り、環境保全施策を進めま

す。

町は、「庁内会議」にて、関連事業の調整など、全庁的な合意形成を図りなが

ら、計画を進めます。

また、「信濃町環境基本条例」の第19条による「信濃町環境審議会」（事務

局：住民福祉課）において意見を聞き進めます。

意見

報告・審議依頼

住民

働く人、訪れる人

事業者

環境に関する各種団体

国・県、他の地方公共団

体

環境の状況を
公表・報告

連携・協力

計画の変更の際の意見
計画の進捗の確認

施策の推進に参加・協力
環境負荷の少ない行動の実施

施策の推進と総合調整

広域的な取り組みを要する施策
の推進

信濃町環境審議会

信濃町

庁内会議

（事務局：住民福祉課）

連携・協働
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２．進行管理

本計画は、環境目標ごとに設定した「環境目標値」と主な施策の点検・評価

により進行管理をします。指標の点検・評価は、「庁内会議」のもとに行い、「信

濃町環境審議会」に報告するとともに、各年度に町ホームページなどに環境の

状況を公表・報告します。

本計画の進行管理は、「計画（Ｐｌａｎ）」、「実施（Ｄｏ）」、「点検・評価（Ｃ

ｈｅｃｋ）」、「見直し（Ａｃｔ）」というＰＤＣＡサイクルを確立し、継続的に

実施します。

環境基本計画

の策定

計画への点検結果

の反映（見直しなど）

計画の進捗状況

の点検

Plan

Check

DoAct 計画に基づく

施策の推進
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町の花：コスモス
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１．信濃町環境基本条例

２．策定経過

３．信濃町第２次環境基本計画諮問・答申

４．信濃町環境審議会委員名簿

５．信濃町環境基本計画策定委員会設置要綱・委員名簿

６．信濃町第１次環境基本計画中（平成１７年～２６年）の動き

７．環境に関する意識調査（アンケート）結果

①年齢別の違い・特徴

②地区別の違い・特徴

８．用語の解説
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１．信濃町環境基本条例

平成16年３月22日信濃町条例第７号

目次

第１章 総則（第１条―第５条）

第２章 基本施策等（第６条―第18条）

第３章 環境審議会（第19条―第23条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、環境の保全について基本理念を定め、並びに町、事業者及び町民の

責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めること

により、当該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町民の健康で文

化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

（基本理念）

第２条 環境の保全は、自然の恵みがすべての町民の健康で文化的な生活に欠くことがで

きないものであることを認識し、将来にわたって、豊かな自然が保護及び育成されるよ

う行われなければならない。

２ 環境の保全は、地球の資源が有限であり、自然の回復能力にも限りがあることを認識

しつつ、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築し、自然と人とが共生

していくことを目的として行われなければならない。

３ 地球環境の保全は、すべての生物の生存基盤を確保する上で極めて重要であることを

認識し、人類共通の課題として積極的に推進されなければならない。

（町の責務）

第３条 町は、環境の保全に関し、町民の意見を尊重して、地域の自然的社会的特性に応

じた基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

２ 町は、環境の保全に関する施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と

連携を図り、協力するよう努めなければならない。

（事業者の責務）

第４条 事業者は、事業活動に伴って生ずる公害その他環境の汚染を防止するとともに、

その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への影

響を最小限に抑えるよう必要な措置を講じなければならない。

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施す

る環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

（町民の責務）

第５条 町民は、日常生活において、資源及びエネルギーを有効利用し、廃棄物の発生を

抑制すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。

２ 前項に定めるもののほか、町民は、環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する

環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

第２章 基本施策等

（基本方針）

第６条 町は、河川、地下水等の水質の保全、水源及び森林の保護、水と親しめる環境づ

くり等による良好な水環境の保全並びに緑化を推進するため、必要な措置を講ずるもの
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とする。

２ 町は、自然とともに育まれてきた良好な景観等を保護し、かつ、地域の特性を重視し

た潤いと安らぎのある快適な環境を保全するため、必要な措置を講ずるものとする。

（環境基本計画）

第７条 町長は、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の基本的な

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) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱

(２) 前号に掲げるもののほか、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 町長は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ信濃町環境審議会の意見

を聴かなければならない。

４ 町長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

（規制の措置）

第８条 町は、公害の原因となる行為及び自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行

為に関し、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。

２ 前項に定めるもののほか、町は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の

措置を講ずるよう努めるものとする。

（経済的措置）

第９条 町は、事業者及び町民が自ら環境への負荷を低減するための施設の整備その他の

適切な措置をとるよう誘導するため、必要な経済的な措置を講ずるよう努めるものとす

る。

（環境の調査及び監視）

第10条 町は、環境の状況を把握し、環境の保全に関する施策を策定し、その施策を実

施するため、必要な調査及び監視に努めるものとする。

（情報の提供）

第11条 町は、環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益

の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の必要な情報を提供するよう努めるものとする。

（施設の整備等）

第12条 町は、環境の保全に資する公共的施設の整備その他これに類する事業を推進す

るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２ 町は、公共的施設において資源及びエネルギーの有効利用等を図ることにより、環境

への負荷が低減されるよう努めるものとする。

（事業等に係る環境への配慮）

第13条 環境に影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これ

らに類する事業を行おうとする者は、当該事業の立案及び実施について環境への影響を

緩和するための配慮をするよう努めなければならない。

２ 町は、前項の規定による配慮の推進のため、必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。

（環境影響調査）

第14条 町は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、あら

かじめ当該事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、そ

の結果に基づき、当該事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するた

め、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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（民間団体等の自主的な活動の促進）

第15条 町は、事業者、町民又はこれらの者の構成する民間の団体が自主的に行う環境

の保全に関する活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

（環境学習の推進）

第16条 町は、事業者及び町民が環境の保全についての関心と理解を深めるよう、環境

学習を推進するものとする。

（地球環境の保全に関する施策）

第17条 町は、地球環境の保全に関する施策の実施に当たっては、国、他の地方公共団

体その他関係機関と協力して、その推進に努めるものとする。

２ 町は、事業者及び町民の地球環境の保全に資する活動の普及及び啓発に努めるものと

する。

（施策の推進体制の整備）

第18条 町は、事業者及び町民の協力のもとに環境の保全に関する施策を推進するため、

必要な体制の整備に努めるものとする。

第３章 環境審議会

（設置等）

第19条 環境基本法（平成５年法律第91号）第44条の規定により、信濃町環境審議

会（以下「審議会」という。）を置く。

２ 審議会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ調査審議するものとする。

(１) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(２) その他環境の保全に関する事項

３ 審議会は、環境の保全に関する基本的事項及び重要事項について町長に意見を述べる

ことができる。

（組織等）

第20条 審議会は、委員８人以内で組織する。

２ 委員は、学識経験者等のうちから町長が任命する。

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員が互選する。

５ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第21条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

（専門部会）

第22条 審議会は、必要に応じ専門の事項を調査審議するため、専門部会を置くことが

できる。

（補則）

第23条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定

める。

附 則

（施行期日）

この条例は、平成16年４月１日から施行する。
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２．策定経過

年月日 内 容

平成26年度 １月26日 第１回信濃町環境基本計画策定委員会

①信濃町環境基本計画の概要について

②アンケート調査について

③環境基本計画策定までのスケジュールについて

１～２月 環境に関する意識調査（アンケート）

町民2,000人、町内の160事業所

3月25日 第２回信濃町環境基本計画策定委員会

①信濃町環境基本計画の計画期間中（平成 17年度～

26年度）の動きについて

②アンケート結果報告について

③環境関連団体等意向調査シートのまとめについて

平成27年度 ６月25日 第３回信濃町環境基本計画策定委員会

①信濃町環境基本計画（素案）について

②今後のスケジュールについて

７月23日 第４回信濃町環境基本計画策定委員会

①信濃町環境基本計画（素案）について

②今後のスケジュールについて

９月17日 信濃町第１回環境審議会【諮問】

①信濃町第２次環境基本計画（案）について

10月 19日 信濃町第２回環境審議会

①信濃町第２次環境基本計画（案）について

11月 26日 信濃町第２次環境基本計画【答申】

12月 25日 信濃町第２次環境基本計画策定・発行
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３．信濃町第２次環境基本計画諮問・答申

27信住第171号

平成27年９月17日

信濃町環境審議会長 様

信濃町長 横 川 正 知

信濃町第２次環境基本計画の策定について（諮問）

信濃町環境基本条例第７条第３項の規定に基づき、信濃町第２次環境基本計画の策定に

ついて、貴審議会の意見を求めます。

記

本町は、信濃町環境基本条例に基づき、信濃町の自然豊かな住みよい町を次世代に引継

ぐため、平成18年３月に「信濃町環境基本計画」を策定し、環境行政の基本方針として

施策を推進してきました。

同計画の計画期間は、平成17年度から平成26年度までの10か年であり、目標年度

が経過したこと、計画の基礎となる第５次長期振興計画後期計画が平成27年３月に策定

されたことから、引き続き今後の信濃町における環境負荷の低減及び循環型社会の構築を

推進するため、信濃町第２次環境基本計画の策定について、貴審議会の意見をお聴きした

く、ここに諮問いたします。
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平成27年11月 26日

信濃町長 横川 正知 様

信濃町環境審議会

会長 間瀬 一朗

信濃町第２次環境基本計画策定について（答申）

平成27年９月 17日付け 27信住第171号で諮問された、信濃町第２次環境基本計

画の策定について、この計画が第１次基本計画を踏まえたうえで、時代の変化や要請にも

こたえながら更なる環境保全を図り、自然豊かな信濃町の環境を次世代のために継承しつ

つ、地球規模の課題にも対応する計画となるよう慎重に審議した結果、その内容について

は、総体的に妥当であるとの結論に至りましたので、答申いたします。

なお、この計画がより効率的に実施されるよう、下記の意見を付しますので、計画の推

進に当っては十分留意されることを望みます。

記

１ 環境基本計画を着実に実現するためには、重要度の高いものや実現性の容易なものな

どの優先順位を明らかにし、目標達成のため単年度の評価を重ねるなどしながら、積極

的な進行管理に取り組むようお願いします。

２ この計画実現のために、住民・事業者・各種団体などとの協働や民間の力の導入、国

や県、他の地方公共団体との連携を図ることなど、幅広く行き渡る環境施策の推進をお

願いします。

３ 永続的でかつ将来を見据えた環境施策となるよう、学校教育のみならず社会教育領域

にも配慮して、より一層環境教育に重点を置き計画の推進をお願いします。

４ 野尻湖周辺地域の景観及び環境整備について、多くの関係者と調整を図り取り組むよ

うお願いします。

５ 地域の特性に配慮し、経済効果を考える上で、再生可能エネルギーの導入及び活用を

積極的にお願いします。
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４．信濃町環境審議会委員名簿

（信濃町環境基本条例第19条による）

任期：平成27年9月 1日から平成29年３月31日

◎：会長 ○：副会長 （敬称略）

氏 名 所 属

１ ○ 高山 光弘 株式会社総合環境研究所

２ ◎ 間瀬 一朗 信濃町商工会

３ 平木 順 信州しなの町エコツーリズム観光協会

４ 菊田 康衛 公募町民

５ 澤田 由紀子 一般社団法人自然エネルギー信州パートナーズ

６ 古澤 慶次郎 信濃町交番所長

７ 佐藤 祐子 ながの農協信濃町支所長

８ 近藤 洋一 ナウマンゾウ博物館
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５．信濃町環境基本計画策定委員会設置要綱・委員名簿

平成16年７月21日信濃町告示第52号

（設置）

第１条 信濃町環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定するため、信濃町

環境基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（職務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討し、その結果を町長に報告する。

(１) 環境基本計画の策定に関すること。

(２) その他環境基本計画の策定上必要と認める事項に関すること。

（組織及び任期）

第３条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱

する。

(１) 学識経験者

(２) 団体代表

(３) 事業者

(４) 公募による町民

(５) 行政関係

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は、委員の互選により、副委員長は委員長の指名により定める。

３ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 委員会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

３ 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによ

る。

（部会）

第６条 委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、住民環境課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。
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信濃町環境基本計画策定委員会委員名簿

◎：委員長 ○：副委員長 （敬称略）

区分 氏名 所属

１ ○ 学識経験 高山 光弘 株式会社総合環境研究所

２ ◎ 団体代表 間瀬 一朗 信濃町商工会

３ 団体代表 片山 のり子 JA女性部

４ 団体代表 早川 千昭 野尻区

５ 事業者 竹内 基－ 株式会社タケウチ建設

６ 事業者 斉藤 寛紀 株式会社落影農場

７ 事業者 澤田 由紀子 一般社団法人自然エネルギー信州パートナーズ

８ 行政関係 小林 健三 枡形最終処分場

９ 行政関係 近藤 洋一 野尻湖ナウマンゾウ博物館

10 公募町民 保田 卓夫

11 公募町民 菊田 康衛

12 公募町民 村上 勝彦

13 公募町民 土屋 誠
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６．信濃町第１次環境基本計画中（平成１７年～２６年）の動き

※各年度内の記載は、概ね「環境基本計画」の環境目標の「自然環境」「生活環境」「快適
環境」「地球温暖化、エネルギー、廃棄物対策」「環境保全活動の取り組み」の順です。

年度 信濃町の環境関連の動き 国などの環境関連の動き
H17
2005

「信濃町環境基本計画」（平成18年３月）
策定
「黒田家住宅」信濃町指定有形文化財に指定

「特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律（外来生物法）」施行（平成
25年改正）

H18
2006

「癒しの森」が森林セラピー基地に認定
「癒しの森シンポジウム in 信州：信濃町」
開催
柏原浄化センター供用開始（信濃町公共下水
道事業柏原・古間処理区）
「中村家住宅」信濃町指定有形文化財に指定

「有機農業の推進に関する法律」の制定
「多自然川づくり基本指針」策定
「光害対策ガイドライン」の改訂

H19
2007

「信濃町農地・水・環境保全向上対策交付金
交付要綱」告示
「信濃町農業集落排水処理施設の設置及び
管理に関する条例」制定（平成25年 12月
改正）
「長月庵若翁の墓碑」「玉巵弾琴図」信濃町
指定有形文化財に指定
「信濃町地球温暖化防止実行計画」（平成
20年３月）策定

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止
のための特別措置に関する法律」の施行
「エコツーリズム推進法」の制定
「全国不法投棄監視ウィーク」設定
「国等における温室効果ガス等の排出の削減
に配慮した契約の推進に関する法律（環境配
慮契約法）」の施行
「循環型社会形成推進基本計画」改訂
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する
法律（食品リサイクル法）の一部を改正する
法律」の施行

H20
2008

「地域ブランド構築推進協議会」設立（平成
23年に「信濃町地域づくり協議会」に名称
変更）
「菅川神社の大杉群」信濃町指定天然記念物
に指定
バイオマス燃料で公用車試走
「信濃町指定ごみ袋の仕様等に関する要綱」
告示

「生物多様性基本法」制定
「農林漁業有機物資源のバイオマス燃料の原
材料としての利用の促進に関する法律」の施
行
「建設リサイクル推進計画2008」の策定

H21
2009

「信濃町第５次長期振興計画（基本構想・前
期基本計画）」策定
「信濃町森林整備計画」長野県・信濃町策定
「野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第４期）」
（平成22年３月）長野県策定
高沢集落 平成 21年度豊かなむらづくり
全国表彰で農林水産大臣賞受賞
「藤野屋旅館本館」が国登録有形文化財に認
定可燃ごみ有料化、容器包装プラスチックの
分別開始
「信濃町総合情報センター」設置（道の駅「し
なの」の道路情報ステーション内）

「全国エコロジカル・ネットワーク構想」と
りまとめ
微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の環境基準を設定
「エネルギー供給事業者による非化石エネル
ギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効
な活用の促進に関する法律（エネルギー供給
構造高度化法）」の制定
「バイオマス活用推進基本法」施行

H22
2010

「信濃町森のエネルギー推進事業補助金交
付要綱」の制定（ペレットストーブ等の購入
経費に対する補助金交付）
「ごみ処理広域化基本計画」（平成23年２
月、平成 25年 3月一部修正）長野広域連
合策定

生物多様性条約第10回締結国会議「愛知目
標」「名古屋議定書」等の採択・決定
「地域における多様な主体の連携による生物
の多様性の保全のための活動の促進等に関す
る法律（生物多様性地域連携促進法）」の制定
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を
行う事業の促進に関する法律（低炭素投資促
進法）」制定
「バイオマス活用推進計画」閣議決定
【東日本大震災、原発事故】
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年度 信濃町の環境関連の動き 国などの環境関連の動き
H23
2011

アメダス観測史上最大積雪量(164cm)を記
録
平成24年豪雪 災害救助法適用
第１回「癒しの森コンサート」開催
「信濃町小型合併処理浄化槽維持管理費補
助金交付要綱」告示
空間放射線量の測定開始、町ＨＰに公表
「原のシダレザクラ」枯死のため長野県天然
記念物指定解除

「農林水産省生物多様性戦略」改訂
「緑の基本計画における生物多様性の確保に
関する技術的配慮事項」の策定
「電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法」制定
「環境教育等による環境保全の取組の促進に
関する法律（環境教育促進法）」の改正

H24
2012

「信濃町環境基本計画」（平成25年2月）
変更
「信濃町癒しの森推進事業補助金交付要綱」
制定
「一般社団法人信州しなの町エコツーリズ
ム観光協会」立ち上げ
「第２次信濃町地球温暖化防止実行計画」
（平成25年３月）策定
デマンド交通を含めた新公共交通システム
スタート

「生物多様性国家戦略 2012-2020」閣議
決定
「都市の低炭素化の促進に関する法律」制定
「地球温暖化対策のための税」の導入
経団連「低炭素社会実行計画」発表
「市町村バイオマス活用推進計画作成の手引
き」を作成
「バイオマス事業化戦略」を策定

H25
2013

「ブルーベリー全国シンポジウム in 信濃
町」開催
「分別区分の手引き」改訂
使用済小型家電の収集開始

「絶滅のおそれのある野生生物の種の保存に
関する法律（種の保存法）」の改正
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措
置法」の改正延長
「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計
画」改訂
「水銀に関する水俣条約」採択
「エネルギーの使用の合理化等に関する法
律」の改正
「グリーン購入法に基づく基本方針」閣議決
定
「第三次循環型社会形成推進基本計画」策定
「使用済み小型電子機器等の再資源化の促進
に関する法律」の施行

H26
2014

「第２次環境基本計画」策定のためのアンケ
ートの実施
中央環境審議会自然環境部会で「上信越高原
国立公園の再編成」の答申（「妙高戸隠連山
国立公園」名称（案））
「野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第５期）」
（平成26年９月）長野県策定
古着の収集開始
「野尻湖産大型哺乳類化石群（ナウマンゾ
ウ・ヤベオオツノジカ・ヘラジカ）」長野県
天然記念物指定
「一般社団法人信濃町振興局」設立

「地域自然資産区域における自然環境の保全
及び持続可能な利用の推進に関する法律」の
制定
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
（鳥獣保護法）」の改正により、「鳥獣の保護
及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
（鳥獣保護管理法）」に名称変更
「水循環基本法」公布・施行
「建設リサイクル推進計画2014」の策定
岡山市で「持続可能な開発のための教育に関
するユネスコ世界会議」開催
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７．環境に関する意識調査（アンケート）結果

①年齢別の違い・特徴

■関心ある環境問題 （単位：順位）

どの年代も第１位は「地球温暖化」です。

町民全体の２～５位の「山林などへの廃棄物の不法投棄」、「ごみの減量化やリサイクル」、

「自然環境の保全・再生」、「再生可能エネルギーの利活用」は、各年代ともに上位で選択

していますが、20歳代では「ごみの減量化やリサイクル」は第7位、「自然環境の保全・

再生」は第８位と比較して低位です。

20歳代では、第３位に「大気汚染」、第４位（同位で）に「再生可能エネルギーの利活

用」、「景観の保全」、「公園や緑地の整備」を選択しています。30歳代も第２位に「大気

汚染」、第３位に「再生可能エネルギーの利活用」を選択しています。

一方、町民全体の第６位の「水質汚濁」を70歳以上では第３位に選択しています。

町民全体の順 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

１ 地球温暖化 １ １ １ １ １ １

２
山林などへの廃棄物

の不法投棄
２ ５ ４ ３ ３ ２

３
ごみの減量化や

リサイクル
７ ４ ２ ４ ２ ５

４
自然環境の

保全・再生
８ ６ ５ ２ ４ ４

５
再生可能エネルギー

の利活用
４ ３ ３ ５ ５ ７

６ 水質汚濁 ９ ８ ８ ６ ６ ３

７ 大気汚染 ３ ２ ６ ８ ７ ６

８ 生態系の維持・形成 ９ ７ １０ ７ ９ ９

９ 景観の保全 ４ １０ ８ ８ ８ ８

10 公園や緑地の整備 ４ ９ ７ １０ １０ １０
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■町の環境に対する優先度 （単位：順位）

＊町民の回答で、優先度が高い（プラスの点数）８項目を表示（全体で16項目）。▲は、
優先度がマイナスの点数のもの。

町民全体の第１位から第３位の項目は、一部を除き各年代においても優先度が第５位以

内に入っています。第４位以降は、40歳代・50歳代を境にかなり異なった結果になりま

した。「ごみの減量、リサイクルの取り組み」は、50歳代以上は高く評価していますが、

40歳代以下は相対的に低く評価しています。20歳代はマイナス（優先度が低い）評価で

す。「公園や広場の整備」は逆に40歳代以下が高く評価しています。

20歳代は、町民全体の第４位の「景観の状況、町の美しさ」を第２位に選択していま

す。逆に、70歳代以上はマイナス（優先度が低い）評価です。

■より良い環境のために町民と町が協力するべき取り組み （単位：順位）

町民全体の１～５位の「資源回収やリサイクル」、「住まい周辺の道路の清掃」、「緑地や

里山の管理」、「水辺や水路の清掃」、「不法防止パトロール」は、各年代ともに上位で選択

していますが、20歳代では「水辺や水路の清掃」は第６位、「不法防止パトロール」は第

７位と比較して低位です。

20歳代では、町民全体の第７位の「公園・街路樹の清掃や管理」を第３位に、同第６

位の「地域の緑化や花いっぱい運動」を第５位に選択しています。40歳代でも「地域の

緑化や花いっぱい運動」を第４位に選択しています。一方、70歳以上では、町民全体の

第４位の「水辺や水路の清掃」を第２位に選択しています。

町民全体の順 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

１
湖沼や河川周辺の

水辺環境の整備
１ １ １ １ １ １

２
再生可能エネルギー

等の取り組み
５ ３ ２ ２ ２ ３

３ 河川などの水質 ６ ５ ４ ４ ３ ２

４
景観の状況、

町の美しさ
２ ４ ５ ５ ７ ▲

５
ごみの減量、リサイク

ルの取り組み
▲ ６ ６ ３ ４ ５

６
農用地や森林などの

自然の豊かさ
▲ ▲ ▲ ７ ５ ４

７ 公園や広場の整備 ３ ２ ３ ▲ ▲ ８

８
環境に関する情報の

公開や提供
７ ▲ ▲ ６ ８ ▲

町民全体の順 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

１
資源回収や

リサイクル
１ １ １ ２ １ ３

２
住まい周辺の

道路の清掃
２ ２ ３ ３ ４ １

３ 緑地や里山の管理 ４ ４ ２ １ ２ ４

４ 水辺や水路の清掃 ６ ３ ６ ４ ３ ２

５ 不法防止パトロール ７ ５ ５ ５ ５ ５

６
地域の緑化や

花いっぱい運動
５ ７ ４ ６ ６ ６

７
公園・街路樹の

清掃や管理
３ ６ ７ ７ ７ ７



89

■将来の世代に残しておきたい信濃町の環境資源 （単位：順位）

全体的な傾向は町民全体の順と同様ですが、第１位に「澄んだ野尻湖、緑の湖畔」を選

択したのが４世代、「黒姫、斑尾など高原の緑や花の風景」を選択したのが２世代と分かれ

ました。

30歳代では、町民全体で第７位の「ナウマンゾウなどの遺跡や資料」を第３位（同位

で）に選択しています。

町民全体の順 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

１
澄んだ野尻湖、

緑の湖畔
２ １ ２ １ １ １

２
黒姫、斑尾など

高原の緑や花の風景
１ ２ １ ２ ２ ２

３ 豊かな田園風景 ３ ３ ３ ３ ３ ４

４ 小林一茶の旧跡 ５ ６ ４ ５ ５ ３

５
身近に生息する

動植物
４ ５ ５ ４ ６ ６

６
小川やため池など

身近な水辺環境
８ ６ ７ ６ ４ ５

７
ナウマンゾウなどの

遺跡や資料
６ ３ ６ ７ ７ ７

８
身近な公園、

身近なみどり
７ ８ ８ ８ ８ ８
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②地区別の違い・特徴

■町の環境に対する優先度 （単位：順位）

＊町民の回答で、優先度が高い（プラスの点数）８項目を表示（全体で16項目）。
▲は、優先度がマイナスの点数のもの。

町民全体の第１位から第３位の項目は、一部を除き各地区においても優先度が第５位以

内に入っています。第４位以降は、地域の特性が反映し、優先度が低く評価されている項

目が混同しています。

柏原町区は、町民全体の回答とほぼ同様です。仁之倉・西部地区の第１位は「下水道な

どの排水処理対策」です。古間地区の第４位、東部地区の第１位は「土壌や地盤の安定性」

です。野尻地区、古海・熊坂地区の第６位は「野鳥、昆虫、魚などの生き物の豊かさ」で

す。富士里地区の第３位は「悪臭の状況」です。

■より良い環境のために町民と町が協力するべき取り組み （単位：順位）

全体的な傾向は類似しているものの、地域の特性が反映し、「資源回収やリサイクル」を

第１位とした地区が４地区、「緑地や里山の管理」を第１位とした地区が３地区（東部は同

率１位）、「住まい周辺の道路の清掃」を第１位とした地区が１地区と異なりました。

柏原町区や古間地区は町民全体の回答と類似していますが、野尻地区、古海・熊坂地区、

富士里地区は多少異なった傾向を示しています。

町民全体の順 柏原
仁之倉

・西部
古間 東部 野尻

古海

・熊坂
富士里

１
湖沼や河川周辺の

水辺環境の整備
１ ４ １ ３ １ １ ２

２
再生可能エネルギー

等の取り組み
３ ２ ３ ２ ５ ２ １

３ 河川などの水質 ２ ３ ２ ４ ２ ８ ５

４
景観の状況、

町の美しさ
５ ７ ５ ▲ ３ ４ ８

５
ごみの減量、リサイク

ルの取り組み
４ ６ ６ ▲ ▲ ５ ４

６
農用地や森林などの

自然の豊かさ
８ ５ ８ ５ ７ ３ ６

７ 公園や広場の整備 ６ ▲ ▲ ▲ ４ ７ ９

８
環境に関する情報の

公開や提供
７ ▲ ７ ▲ ８ ▲ ７

町民全体の順 柏原
仁之倉

・西部
古間 東部 野尻

古海

・熊坂
富士里

１
資源回収や

リサイクル
１ １ １ １ ２ ４ ２

２
住まい周辺の

道路の清掃
２ ４ ２ ３ ２ １ ３

３ 緑地や里山の管理 ４ ３ ４ １ １ ２ １

４ 水辺や水路の清掃 ３ ２ ３ ４ ５ ３ ４

５ 不法防止パトロール ６ ５ ５ ５ ６ ６ ５

６
地域の緑化や

花いっぱい運動
５ ６ ６ ５ ４ ５ ６

７
公園・街路樹の

清掃や管理
７ ７ ７ ７ ７ ７ ７
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８．用語の解説

行 用 語 説 明

あ エコツーリズム 観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内・

助言を受け、その自然観光資源の保護に配慮しつつ自然観光資源と

ふれあい、知識・理解を深める活動。エコツーリズムの推進の一環

として「エコツーリズム推進法」を平成19年に制定。

エコファーマー 「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農

業法）」に基づき土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一

体的に取り組む計画を立て、都道府県知事の認定を受けた農業者の

愛称。

温室効果ガス 大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。

「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、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

(HFCｓ)、パーフルオロカーボン (PFCｓ)、六フッ化硫黄 (SF6) 、

三フッ化窒素 (ＮF6)の７種類を定めている。

か 合併処理浄化槽 し尿と台所や風呂から出る排水を合わせて処理する浄化槽のこ

と。

環境保全型農業 農業が有する物質循環型産業の特質を最大限に活用し、環境保全

機能を向上させるとともに、環境への負荷をできるだけ減らしてい

くことを目指す農業のこと。

環境ラベリング 「環境ラベル」ともいう。製品の環境側面に関する情報を提供す

るもので、①「エコマーク」など第三者が一定の基準に基づいて環

境保全に資する製品を認定するもの、②事業者が自らの製品の環境

情報を自己主張するもの、③ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ)

を基礎に製品の環境情報を定量的に表示するものなどがある。

カンクン合意 平成 22（2010）年メキシコのカンクンで開催された「気候変

動枠組み条約」第 16回締結国会議（COP16）で採択された一連

の国際的な合意。先進国と途上国の双方の温室効果ガスの削減目標

や行動が気候変動枠組み条約の元で正式に合意されたもの。

京都議定書（気候変動

に関する国際連合枠組

条約の京都議定書）

平成9（1997）年に京都で開催された気候変動枠組条約第三回

締約国会議（COP３）で採択。先進各国の温室効果ガスの排出量に

ついて法的拘束力のある数値目標が決定されるとともに、排出量取

引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの新しい仕組みが合意。

平成17（2005）年2月に発効。

耕作放棄地再生利用制

度

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農

業参入法人などが行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試

行、必要な施設の整備などの取り組みを総合的に支援する制度。

さ 再生可能エネルギー エネルギー源として永続的に利用することができる再生可能エネ

ルギー源を利用することにより生じるエネルギーの総称。具体的に

は、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをエネル

ギー源として利用することを指す。
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行 用 語 説 明

３Ｒ リデュース（Reduce）：廃棄物などの発生抑制、リユース

（Reuse）：再使用、リサイクル（Recycle）：再生利用の三つの頭

文字をとったもの。

し尿処理 し尿処理とは、一般的には水洗化されていない便所のくみ取り処

理のことを指す。

し尿処理施設は、し尿及び浄化槽汚泥などを処理し、公共用水域

へ放流するための施設。「廃棄物処理法」に定める一般廃棄物処理施

設として、市町村や行政組合などが設置、管理する。

循環型社会 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示

された概念。「循環型社会基本法」では、第一に製品などが廃棄物と

なることを抑制し、第二に排出された廃棄物はできるだけ資源とし

て適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処分

することを徹底することにより実現される「天然資源の消費が抑制

され、環境への負荷ができる限り低減された社会」としている。

小水力発電 水力発電のうち、ダムなどに設置された大規模な水力発電ではな

く、河川や水路に設置した水車などを用いてタービンを回し発電す

る小規模な水力発電のこと。

信州型自然保育（認定

制度）

長野県が平成27年4月から開始した制度。信州の豊かな自然環

境や地域資源を活用した保育（自然保育）を普及することで保育の

選択肢を充実させ、もって、長野県の子育て環境を整備することを

目的とした制度。

信州の環境にやさしい

農産物認証制度

地域の一般的な栽培方法と比較して、化学肥料や化学合成肥料を

原則 50％以上削減する方法で栽培されたん農産物を県知事が認証

する制度。

森林税（長野県森林づ

くり県民税）

平成20年4月1日から長野県が導入した独自課税制度。荒廃し

た里山の森林整備などを促進するための財源として使われる。

た 太陽光発電システム 太陽光を太陽電池により電力に変換する発電方式。ソーラー発電

ともいう。再生可能エネルギーである太陽エネルギーの利用方法の

一つ。

太陽熱利用（システム） 太陽の熱を使って温水や温風をつくり、給湯や冷暖房に利用する

システム。

多自然工法（多自然川

づくり）

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化

との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・繁殖環境

や多様な河川景観を保全・創出する川づくり。

地球温暖化 近年の人為的な温室効果ガス（二酸化炭素やメタンなど）の放出

増大に伴って、地球の平均気温が上昇している状態。気温・水温の

上昇によって、海面の上昇をはじめ洪水や干ばつなどの気象への影

響、生態系の変化が危惧されている。

地産地消 ある地域で生産されたものは、同じ地域で消費しようとする考え

方。
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行 用 語 説 明

な 長野県原産地呼称管理

制度（こだわりの信州

の米を認定する制度）

長野県では、平成16年度から「米」の価値を計る基準を、従来

の「大きさ・色・形」に着目した規格ではなく、消費者の視点で表

示していくため、その「味覚・栽培方法・生産方法」などに求め、

農薬・化学肥料の使用を厳しく制限し、かつ、米官能審査委員会（お

米マイスターなどの専門家で構成）による食味などの審査に合格し

たこだわりの米を「認定米」として認定。

日本型直接支払制度 農業の多面的機能の維持・発揮のため地域活動や営農活動に対し

て交付金が支払われる。

農業集落排水事業 集落の散在する農村に適した汚水処理システムとして、概ね

1,000人以下程度の規模で実施される農村の下水処理事業。

農地中間管理機構 農地を借り受け、農地を借りたい人にまとまりある形で農地を利

用できるよう配慮して貸し付ける、農地の中間的受け皿となる組織。

は バイオマス 木材・生ごみ・家畜排せつ物などの再生可能な生物由来の有機性

資源。

花いっぱいのまちづく

り事業

平成１６年度に町が策定した長期振興計画で「町民協働町づくり

事業」として各種のプロジェクトを立ち上げた中のひとつで、町民

が主体となって進める花のまちづくりの活動。
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町の木：オオヤマザクラ
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信濃町第２次環境基本計画

平成27年 12月

信濃町役場住民福祉課

〒389-1392 長野県上水内郡信濃町柏原428-2

TEL 026-255-3111
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