
 



 

は  じ  め  に 
 

 池田町は、明治１２年に山梨県から武田菊平氏が十勝川と利別川の

合流点利別太に来往して以来、新天地を求め多くの人々が移り住み、

明治３２年に凋寒外１３カ村戸長役場が設置されてから、１１７年の

歳月が流れました。 

 リオ・サミット（地球サミット）が開催された１９９２年に第１回

環境自治体会議が本町で開催され、地球環境問題は同時に地域の環境

問題でもあることを確認し、地域に第一次的な責任を負う各自治体

は、環境重点の考えを各分野に浸透させるよう最大限の努力をするこ

とを誓いました。 

 池田町はこれまで、１９７５年には小規模自治体としてはいち早く

公共下水道事業に着手し、公共用水域の汚染防止に取り組んできまし

た。また、リサイクル法が施行された際には基準以上に分別品目を増

やすなど、リサイクルやゴミの減量化にも努めてまいりました。さら

に、１９９８年の開町１００年事業では、この一世紀で失った“みど

り”を再生することを目的とした「１００年の森」整備事業をスター

トさせました。 

 また２００５年からはごみ袋の有料化を行い、排出量の減量に向け

た取り組みも行っています。 

 これからも、池田町の豊かな自然を次世代に引き継ぐため、私達の

暮らしを見直し、自然環境に注意を払うとともに、地球温暖化をはじ

めとする地球規模の環境破壊に対しても、町民一人ひとりが各々の立

場で責任を自覚しながら環境保護に取り組んでいくことが必要不可

欠です。 

 これらの取り組みを具現化するため、「池田町環境基本計画」を定

め、基本理念を示し、行政や事業者及び町民の皆さんの責務を明らか

にしつつ、環境の保全を総合的かつ計画的に推進してまいります。 

  

  平成２８年３月 

 

池田町長 勝 井 勝 丸 
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第１章 

 

池田町環境基本計画とは 

 



 

 

 

 

現在、地球上のいたるところで様々な環境問題が起きています。地球の

温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の減少、生物の多様性の減少、

砂漠化の進行などは、いずれも地球規模で起っている環境問題です。そし

て、これらの問題には、私たちの日常生活の中での様々な営みや活動が、

大きな原因のひとつとなって影響を及ぼしています。 

 

 

例えば、地球の温暖化の最も大きな原因となっているニ酸化炭素は、

ガソリンや灯油などの化石燃料を燃焼することによって大量に排出さ

れています。地球温暖化が現在より更に進むと、地球全体のバランス

が崩れ、農作物の生育に影響が生じたり、異常気象による洪水などの

天災が増えたりするのではないかと推測されており、これは池田町で

も同様に起こりうることなのです。 

 

 

私たちの身近な場所に目を移してみましょう。池田の市街地の周りでは清見ヶ丘公園を始めとし

て樹齢数百年を越える木々が生い茂り、道路には季節の移ろいを感じさせてくれる街路樹が町内の

いたるところに並んでいます。農村部でも、みどり豊かな森に囲まれ、パッチワークのように区切

られた畑が並び、いかにも北海道の十勝らしい美しい田園風景が広がっています。私たちのまち池

田町では、たくさんの緑が私たちを取り囲み、日々の暮らしにうるおいを与えてくれています。 

 

 しかし、少し視点を変えて見てみると、川や池などでは、ひと昔前に

比べると水質が悪化し、かつてのような魚の群れやカエル、トンボやザ

リガニといった生き物たちの姿が少なくなっています。原因としては、

森林の伐採や、家畜の糞尿や畑に散布する肥料や農薬、家庭の台所から

排出された生活排水が多量に川や地下水へ流れこみ、水質に悪影響を及

ぼした結果、飲み水として利用できなくなったり、そこで生息していた

動植物の生態系を崩してしまったことが考えられます。 

 

 また、多量に出されるごみや、ダイオキシン類に代表

される環境ホルモンなどの様々な化学物質の氾濫など、

これらもすべて私たちのすぐ身近なところで起ってい

る環境問題であり、やはり私たちの生活と深いかかわり

を持っています。 

～ 背 景 ～  私たちのまわりで起っている環境問題 

～ 1-1～  

（１） 計画をつくる背景と目的 



① 町広報誌をとおして環境意識アンケートを実施し、町民の皆さんの環境に対する意識やイメー

ジを調査し、本計画策定の際の参考にしました。 

② 町民有志による環境懇談会を開催し、本計画の策定にあたり懇談会会員の方から出していただ

いた具体的な意見を本計画に取り入れました。 

③ 本計画の素案ができた段階で、町広報紙や池田町ホームページを通じ、広く皆さんからの意見

（パブリックコメント）を求めました。 

 このように、「環境問題」は身近なものから地球規模のものまでさまざまなレベルで起こってお

り、対策を講じないまま放置すれば悪化する一方です。これらの問題は、私たち自身の生活、そし

て私たちの子どもや孫たちの世代にまで大きな負の遺産として降りかかることになります。 

 

私たちや私たちの子孫が安心して暮らしていけるようにするため

には、できるだけ早く環境の悪化を食い止めなければなりません。 

私たち一人ひとりのできることはほんの小さなことかもしれませ

んが、いま現実に起こっている問題を正しく認識し、自分は何をす

れば良いかを考え、どんなささいなことでも今すぐできることから

行動を始めることが必要なのです。 

 

 

 

 

 池田町環境基本計画（以下「本計画」といいます。）は、地球規模の

環境破壊を将来の世代へ負の遺産として残さないよう、また、池田町

のみどり豊かな自然を私たちの子どもやそのまた子どもたちへと美し

いまま残していくため、環境の保全及び創造に関する池田町の長期的

な目標と施策の方向を示すもので、平成１６年に策定されています。 

 

 本計画は、池田町のまちづくりの基本的方向を示した池田町総合計画との整合性を図り、地域の

現況と課題を検討した上で、池田町の求めていく望ましい環境像を明らかにし、行政・町民・事業

者がお互いに連携し合い、将来にわたって町民が健康で文化的な生活を営め、生きものたちも良好

に暮らせる環境を確保していくことを目指します。 

 

 さらに、本計画が実効性のあるものとするには、行政の取り組みだけではなく、池田町に暮らす

町民皆さんのご理解・ご協力無くしては実現することができません。当初計画を策定するにあたっ

ては、実際に環境保全に対して取り組む必要のある町民の皆さんのご意見や環境に対する思いを反

映するため、次の３つの方法を取り入れました。 

 

 また、本計画を策定する過程で町民の皆さんからいただいた意見を参考にしながら、「池田町環

境基本条例」を平成１５年１２月に設置し、その条例の中で本計画が位置付けされています。 

～ 目 的 ～  なぜ計画をつくるのか 

～ 1-2～  



 

 

 この計画は、当初はおおむね１０年間（平成２６年度（２０１４年度）まで）を想定して設定し

ています。平成２７年度に当初の計画期間が経過した事から、社会情勢や環境問題の変化等に合わ

せ、それらに適切に対応できるよう必要に応じて見直しを行ない平成３７年度までの計画の見直し

を行っています。 

 対象となる地域は池田町全域とし、必要に応じて広域的な環境についても考慮しながら施策を展

開していきます。 

 

 

 

一口に「環境」と言っても、私たちの身近なごみ問題などから、地球温暖化やオゾン層破壊など

の地球規模の環境問題まで幅広い分野に及びます。 

池田町はみどり豊かな自然に囲まれており、大きな都市と比較すると、工場からの煙や排水、車

の排気ガスなどによる大気汚染や水質汚濁などが直接人の健康に影響を与えるような問題は発生

していないように思われます。 

しかし、現状のまま放置した場合には、環境に対して悪影響を与えるおそれのある問題がいくつ

か存在しています。 

この計画では、早急に対策を講じなければますます環境の悪化が懸念される問題を中心に、私た

ちの生活環境や地球環境に影響を与える要因を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる環境の要素 

計画が対象とする期間と区域 

◆池田町環境基本条例◆

◆池田町環境基本計画◆
 

◆資源循環型社会をつくる◆ 

ごみの減量化 

有機物循環 

◆自然を身近に感じるまちづくり◆ 

身近なみどり 

支える森 

◆地球環境を守る◆ 

地球温暖化 

の防止 

◆健康で安全なくらし◆ 

きれいな水 

きれいな空気 

健康な大地から 

～ 1-3～  



 

 

 

良好な環境を守り育てていくためには、行政が実施する施策だけではなく、町民の日常生活や各

種団体の環境保全活動、事業者の営業活動などで、環境に配慮した行動が必要不可欠です。 

また、それぞれの立場で行なう各活動が効率良く行なわれ、最大限の効果を生み出すには、三者

の協働による連携が望まれます。 

 

町民・事業者・行政の役割 

町民・各種団体の役割 

 

日常生活や 

地域活動の中で、 

環境負荷の低減と 

より良い環境づくりへの 

主体的・積極的な 

取り組み。 

 

事業者の役割 

 

生産活動や営業活動の中で

環境負荷の低減を考慮した 

製品やサービスの 

提供への取り組み。 

 

行政の役割 

 

本計画に基づく 

各種施策の実施により、 

計画の理念・目標を実現。 

また、町民（各種団体）や 

事業者の環境保全の取り組み

を促すため、意識啓発活動や 

率先した環境保全活動の 

取り組み。 

 

三者の協働 

～ 1-4～  



 

第２章 

 

池田町の概要 



-

（１） 地理・自然条件

◆気象 

○気温：気象はおおむね大陸性

で、年間平均気温は

す。12 月から

均気温が氷点下になり、夏は最

高気温が 30

の最低気温と夏期の最高気温と

の差が約 60

います。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 降 水 量 ：

950mm 程度で、全国の平均降

水量（1,718

大幅に下回っています。

地理・自然条件

気象はおおむね大陸性

で、年間平均気温は 6℃前後で

月から 3 月までは月平

均気温が氷点下になり、夏は最

30℃を越え、厳冬期

の最低気温と夏期の最高気温と

60℃と大きくなって

○ 降 水 量 ： 年 間 降 水 量 は 約

程度で、全国の平均降

718mm 程度）よりも

大幅に下回っています。

地理・自然条件

気象はおおむね大陸性

℃前後で

月までは月平

均気温が氷点下になり、夏は最

℃を越え、厳冬期

の最低気温と夏期の最高気温と

℃と大きくなって

年 間 降 水 量 は 約

程度で、全国の平均降

程度）よりも

大幅に下回っています。 

地理・自然条件 

※平成 6～114年度の 9年間のの平均です。 

◆町の

 池田町は、北海道東部に位置

する十勝平野の中央やや東寄り

にあって（東経

北緯 42

東西に

ります。面積は

北は本別町と士幌町、南は平野

を連ねて豊頃町、東は浦幌町、

西は音更町と十勝川を境に幕別

町と接しています。

の位置 

池田町は、北海道東部に位置

する十勝平野の中央やや東寄り

にあって（東経 143

42°55′（世界測地系））、

東西に 25 ㎞、南北に

ります。面積は 371.91

北は本別町と士幌町、南は平野

を連ねて豊頃町、東は浦幌町、

西は音更町と十勝川を境に幕別

町と接しています。

池田町は、北海道東部に位置

する十勝平野の中央やや東寄り

143°27′・

′（世界測地系））、

㎞、南北に 32 ㎞あ

371.91 ㎞ 2 で、

北は本別町と士幌町、南は平野

を連ねて豊頃町、東は浦幌町、

西は音更町と十勝川を境に幕別

町と接しています。 

～ 2

池田町は、北海道東部に位置

する十勝平野の中央やや東寄り

′・

′（世界測地系））、

㎞あ

で、

北は本別町と士幌町、南は平野

を連ねて豊頃町、東は浦幌町、

西は音更町と十勝川を境に幕別

2-1～  



～ 2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日照時間：

約 2,000 時間と、国内でも有

数の多日照地域となっていま

す。 

 

-2～  

◆地形及び

○地形：平坦な地勢で、山岳地

帯でも標高

超える程度で

ｍです。 

十勝岳の南麓に源を発する十

勝川とその支流である利別川が

合流してできた沖積層の新しい

地層からなり、広範囲にわたっ

て河岸段丘が発達しています。

○地質：大部分が火山灰に覆わ

れており、低台、丘陵地の二つ

に大分され、低地土の大部分が

褐色低地土であり、灰色低地土、

泥炭土が広く分布しています。

：年間の日照時間は

時間と、国内でも有

数の多日照地域となっていま

び地質 

平坦な地勢で、山岳地

標高 100ｍ～200

超える程度で平均標高は

十勝岳の南麓に源を発する十

勝川とその支流である利別川が

合流してできた沖積層の新しい

地層からなり、広範囲にわたっ

て河岸段丘が発達しています。

大部分が火山灰に覆わ

れており、低台、丘陵地の二つ

に大分され、低地土の大部分が

褐色低地土であり、灰色低地土、

泥炭土が広く分布しています。

年間の日照時間は

時間と、国内でも有

数の多日照地域となっていま

平坦な地勢で、山岳地

200ｍを

平均標高は 136

十勝岳の南麓に源を発する十

勝川とその支流である利別川が

合流してできた沖積層の新しい

地層からなり、広範囲にわたっ

て河岸段丘が発達しています。 

大部分が火山灰に覆わ

れており、低台、丘陵地の二つ

に大分され、低地土の大部分が

褐色低地土であり、灰色低地土、

泥炭土が広く分布しています。 
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◆河川 

 利別川を中心に

また、十勝平野を縦貫する十勝川は、幕別町との町境に位置しています。

 町内を流れている河川の総延長は

利別川を中心に、大小合わせて

また、十勝平野を縦貫する十勝川は、幕別町との町境に位置しています。

町内を流れている河川の総延長は

、大小合わせて 109

また、十勝平野を縦貫する十勝川は、幕別町との町境に位置しています。

町内を流れている河川の総延長は

109 の河川があります。内訳は、一級河川

また、十勝平野を縦貫する十勝川は、幕別町との町境に位置しています。

町内を流れている河川の総延長は 421.6 キロメートルで、総流域面積は

池田町の

の河川があります。内訳は、一級河川

また、十勝平野を縦貫する十勝川は、幕別町との町境に位置しています。

キロメートルで、総流域面積は

池田町の河川位置

の河川があります。内訳は、一級河川

また、十勝平野を縦貫する十勝川は、幕別町との町境に位置しています。

キロメートルで、総流域面積は

河川位置

の河川があります。内訳は、一級河川 21 本、普通河川

また、十勝平野を縦貫する十勝川は、幕別町との町境に位置しています。 

キロメートルで、総流域面積は 720.5

本、普通河川

720.5 平方キロメートルです。

本、普通河川 88 本です。

平方キロメートルです。 

～ 2
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◆人口 

池田町の人口は、平成

（2010 年）の国勢調査では

7,527 人でした。

町制を施行して「池田町」に

なったのは大正

年）のことで、昭和

年）の国勢調査では

もの人々が暮らしていました。

しかし、昭和

の 17,049

に至るまで過疎化が進行してい

ます。 

◆世帯数 

平成 22

勢調査による池田町の世帯数は

3,189 世帯で、一世帯あたりの

人数は 2.36

 

◆年齢構成

平成 22

2 年（1990

較すると、0

人と減少しており

ては出生率の低下と若年層の減

少が考えられます

高齢者人口は増加傾向にあり、

65 歳以上の高齢者比率は平成

22 年（2000

全道平均の

っています。

（２） 社会・経済的条件
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池田町の人口は、平成

年）の国勢調査では

人でした。 

町制を施行して「池田町」に

なったのは大正 15 年（

年）のことで、昭和 5 年（

年）の国勢調査では 13,639

もの人々が暮らしていました。

しかし、昭和 30 年（1955

17,049 人をピークに、現在

に至るまで過疎化が進行してい

 

22 年（2010

勢調査による池田町の世帯数は

世帯で、一世帯あたりの

36 人となっています。

年齢構成 

22 年（2010 年）と平成

1990 年）の国勢調査を比

0～14 歳人口は

しており、主な要因とし

ては出生率の低下と若年層の減

が考えられます。 

高齢者人口は増加傾向にあり、

歳以上の高齢者比率は平成

2000 年）で

全道平均の 25.2％を大きく上回

っています。 

社会・経済的条件

 

池田町の人口は、平成 22 年

年）の国勢調査では

町制を施行して「池田町」に

年（1926

年（1930

13,639 人

もの人々が暮らしていました。

1955 年）

人をピークに、現在

に至るまで過疎化が進行してい

2010 年）の国

勢調査による池田町の世帯数は

世帯で、一世帯あたりの

人となっています。 

年）と平成

年）の国勢調査を比

歳人口は 827

、主な要因とし

ては出生率の低下と若年層の減

高齢者人口は増加傾向にあり、

歳以上の高齢者比率は平成

年）で 34.5％と

％を大きく上回

社会・経済的条件

 

社会・経済的条件 

池田町の年次別

 

 

池田町の年次別人口ピラミッド

 

 

人口ピラミッド 

 

（国勢調査） 

 

 

 

 

 



 

 

◆土地利用

 池 田 町 の 行 政 区 域 は 、 山 林

45.9 ％ 、 農 地

15.8％、宅地

路・河川等）

ます。 

町全体は

街地が形成され、この川に沿って

農地が広がり、これを両手で包み

込むように森林が広がっていま

す。 

◆産業 

 池田町の基幹産業は農業を主体

とした第一次産業が中心で、その

粗生産額は約

成 22 年度）です。

産業別人口では、第

最も多くなっています。

 

農家戸数は

麦、ビート、豆類、バレイショの

畑作と肉牛、乳牛の畜産が主力

す。このほかナガイモなどの野菜、

花、ブドウ、薬草づくりにも力を

入れています

 

池田町の特産品である

ンの販売量

ーク時に2,200

売していましたが、近年は減少傾

向になっています。

 

観光客の入り込み数は

年度のピーク

向にあります。

 

◆土地利用 

池 田 町 の 行 政 区 域 は 、 山 林

％ 、 農 地 20.6

％、宅地 1.1％、その他（道

路・河川等）16.6％からなって

町全体は、利別川をはさんで市

街地が形成され、この川に沿って

農地が広がり、これを両手で包み

込むように森林が広がっていま

田町の基幹産業は農業を主体

とした第一次産業が中心で、その

粗生産額は約 66 億 5

年度）です。 

産業別人口では、第

最も多くなっています。

農家戸数は約 294

麦、ビート、豆類、バレイショの

畑作と肉牛、乳牛の畜産が主力

。このほかナガイモなどの野菜、

花、ブドウ、薬草づくりにも力を

入れています。 

池田町の特産品である

販売量は、平成 10

2,200キロリットルを販

売していましたが、近年は減少傾

なっています。 

観光客の入り込み数は

ピークから、近年は減少傾

向にあります。 

  

池 田 町 の 行 政 区 域 は 、 山 林

6 ％ 、 牧 野

％、その他（道

％からなってい

利別川をはさんで市

街地が形成され、この川に沿って

農地が広がり、これを両手で包み

込むように森林が広がっていま

田町の基幹産業は農業を主体

とした第一次産業が中心で、その

5 千万円（平

産業別人口では、第 3 次産業が

最も多くなっています。 

294 戸あり、小

麦、ビート、豆類、バレイショの

畑作と肉牛、乳牛の畜産が主力で

。このほかナガイモなどの野菜、

花、ブドウ、薬草づくりにも力を

池田町の特産品である十勝ワイ

10 年度のピ

キロリットルを販

売していましたが、近年は減少傾

観光客の入り込み数は、平成 3

、近年は減少傾

人 
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町民のみなさんの花と緑

に対する関心

開町１００年を迎えたこと

を期に平成１０年４月１日

に池田町の

しました。

―
町
花

・
町
木
― 
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◆社会資本

○道路の整備

 町内には

242 号のほか

池田停車場高島線、利別牛首別線、

音更池田線、下居辺高島停車場線、

勇足池田線、東台留真線が整備さ

れています

 

○水道の整備

昭和 31

川を水源とした上水道が供用開始

し、その後、より良質の水源を確

保するため平成

から札内川ダムへと水源を移しま

した。 

現在は、町内の家庭に安全でお

いしい水を届けるため、営農用水

事業との共同工事により配水管の

敷設を進めています。

 平成 26

給水人口は

率は 85.2％となっています

○下水道の整備

昭和 50 年（

水道の整備に着手し、昭和

（1985 年）

した。平成

月末までの下水処理人口は

人で、その普及率は

ています。

 また、平成

らは合併浄化槽普及事業を開始

し、現在 340

槽を使用しています。

 公共下水道と合併浄化槽を合わ

せた下水道処理人口は

に達し、池田町全体の人口の

４％となっています。

 

町民のみなさんの花と緑

に対する関心の高ま

開町１００年を迎えたこと

期に平成１０年４月１日

池田町の町花･町木を制定

しました。 

◆社会資本 

○道路の整備 

町内には道東自動車道や

号のほか、道道帯広浦幌線、

池田停車場高島線、利別牛首別線、

音更池田線、下居辺高島停車場線、

勇足池田線、東台留真線が整備さ

れています。 

水道の整備 

31 年（1956

川を水源とした上水道が供用開始

し、その後、より良質の水源を確

保するため平成 7 年度（

から札内川ダムへと水源を移しま

現在は、町内の家庭に安全でお

いしい水を届けるため、営農用水

事業との共同工事により配水管の

敷設を進めています。 

26 年度（2014

給水人口は 6,559 人で、

％となっています

下水道の整備 

年（1975 年）に公共下

水道の整備に着手し、昭和

年）3 月に共用開始しま

平成 27 年（20

月末までの下水処理人口は

その普及率は 73.6

ています。 

また、平成 9 年（1997

らは合併浄化槽普及事業を開始

340 戸の家庭が合併浄化

槽を使用しています。 

公共下水道と合併浄化槽を合わ

せた下水道処理人口は約

に達し、池田町全体の人口の

となっています。 

町民のみなさんの花と緑

高まりの中、

開町１００年を迎えたこと

期に平成１０年４月１日

町花･町木を制定

道東自動車道や国道

道道帯広浦幌線、

池田停車場高島線、利別牛首別線、

音更池田線、下居辺高島停車場線、

勇足池田線、東台留真線が整備さ

1956 年）に利別

川を水源とした上水道が供用開始

し、その後、より良質の水源を確

年度（1995 年）

から札内川ダムへと水源を移しま

現在は、町内の家庭に安全でお

いしい水を届けるため、営農用水

事業との共同工事により配水管の

 

14 年）末の

人で、水道普及

％となっています。 

年）に公共下

水道の整備に着手し、昭和 60 年

月に共用開始しま

2015 年）3

月末までの下水処理人口は 5,466  

73.6％となっ

1997 年）か

らは合併浄化槽普及事業を開始

戸の家庭が合併浄化

 

公共下水道と合併浄化槽を合わ

約6,400人

に達し、池田町全体の人口の約 9

 

◆町花：ツツジ

  

花：ツツジ ◆町木：サクラ・カシワ町木：サクラ・カシワ町木：サクラ・カシワ  



第３章 

 

池田町の環境 

現況と課題・取り組み 

 



本計画では、池田町が早急に取り組む必要がある、環境に直接影響

を及ぼすおそれのある次の４つのテーマを中心に、池田町が取り組む

べき環境施策の方向性を示します。 

また、項目ごとに「町民の行動」「事業者の行動」「行政(役場)の行動」

を示し、それぞれの立場でそれぞれがすべきことや責任を明確にし、

町民・事業者・行政が一体となって環境保全を目指すための指針とし

ています。 

 

 限りある資源を有効に使うため、廃棄物の総量を抑え、資源の

分別・有効利用を図り、「資源循環」を推進します。 

（１）「資源循環型社会をつくる」 

 地域で生活する人々がくらしの中で安らぎを感じられる「み

どり」や、森林や川・池などの自然を保全・育成し、快適で安

心して暮らせるまちづくりを推進します。 

（２）「自然を感じる町づくり」 

 益々深刻化する地球規模の環境問題、特に私たちの生活と関

係の深い「地球温暖化問題」について対策を講じます。 

（３）「地球環境を守る」 

 私たちを取り巻く水や空気をきれいに保ち、健康で安全に暮

らせる町づくりを推進します。また、健康な大地を育み、地元

で取れた食物を地元で食べる地産地消を推進します。 

（４）「健康で安全なくらし」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 資源循環型社会をつくる 

また、私たちの家庭から出る生ゴミや家畜糞尿、下水道の汚

泥などには有機物が豊富に含まれています。これらは、廃棄物

として処理しただけでは有効に利用できないばかりか、河川や

地下水などの水質や土壌などの環境に悪影響を及ぼす場合もあ

ります。最近では、これらの豊富な有機物を効率良く有効利用

する方法が数多く研究されており、資源の有効利用と環境保全

の両面から期待が寄せられています。 

本計画では、生ゴミや家畜糞尿、下水道汚泥などの有機物を

廃棄物として処理するのではなく、有効な資源としてとらえ、

堆肥化により地域内での有機質循環を確立するための指針を示

します。 
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私たちが暮らす現代社会の生活は、大量生産・消費・廃棄に

より成立っています。しかし、地球上に存在する石油などの化

石資源には限りがあり、数十年後には枯渇してしまうとも言わ

れています。 

また、我が国で材木や紙の原料に使用する木材を得るため、

毎年広大な面積の熱帯雨林が伐採されており、生物の多様性が

失われる（色々な生物が絶滅の危機に瀕している）ことが危惧

されたり、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収して酸素

を作り出す森林が激減し、温暖化の進行に拍車をかけたりして

いるとも言われています。 

私たちの生活から出るごみをきちんと分別し、リサイクルす

ることも大変重要ですが、限りある資源を無駄使いしないため

には、まずごみを出さないようにすることが最も重要です。 

 

 

池田町で一日に家庭から出るごみの量は、一人当たり約 0.8 ㎏にもなります。これは、平成１７年か

らごみ袋を有料化したことや、皆さんの環境に対する関心の高さに伴い、平成１６年の計画策定時に比

較して約 66%まで削減されています。しかし、ごみを出すことは、資源やエネルギーを浪費すること

になり、最後には私たちに跳ね返ってくることから、今後もごみを減らす努力が引き続き必要となって

います。 

では、どうすればごみを減らすことができるでしょうか。よく「資源ごみを分別していれば、それで

環境にやさしいことをしている」と考えがちですが、これは必ずしも正しいこととは言えません。もち

ろん、皆さんが出したごみを分別しないで捨ててしまうよりも、きちんと分別してリサイクルする方が

資源やエネルギーの節約になるので、より環境にはやさしいことになります。しかし、例えばペットボ

トルを資源ごみとして出した時、そのペットボトルを再生工場に運ぶために輸送エネルギーが使われた

り、別な製品の原料として再生利用する時にもエネルギーが必要になったりします。 

つまり、最も環境にやさしいごみの出し方とは、資源ごみを含め、ごみそのものをできるだけ出さな

いようにすることなのです。 

１．ごみを減らす 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみを減らすキーワードは 

『3 つの R』 

◆Reduce【リデュース】（減らす） 

リサイクルする前に、発生自体を抑制する手法。 

◆Reuse【リユース】（再使用） 

 そのまま、あるいは洗浄や修理 によって機能を

復活させて、もう一度使用する手法。 

◆Recycle【リサイクル】（再生利用） 

廃棄物を再利用すること。紙、鉄、アルミニウム、

ガラスびん、プラスチック、布などの有価物を再生

利用することなどを言います。 

○ごみの減量【Reduce（減らす）】 

ごみを減らすには、文字通りごみの出る量を

少なくすることが最も重要です。 

家庭では、使い捨て製品や不要な物の購入を

控えたり、過剰包装を断ったりするなど、ごみを

減量して発生量削減につとめることが必要です。 

また、事業者としては、原材料の効率的利用

や使い捨て製品の製造・販売等の自粛、製品の長

寿命化など、製品の設計・製造から輸送などの流

通段階までの配慮が必要とされます。 

○再利用【Reuse（再利用）】 

まだ使えるものや修理すれば使えるものであれば、不用品を譲ったり、

リサイクルショップやガレージセール、フリーマーケット等で売買する方

法があります。 

また、古物商などが有償で引き取ってくれる、お酒やビールのガラスび

んは、洗浄して何度も繰り返し使用することができるので、一度原料の状

態に戻してから再び作り直す缶類やペットボトルに比べ、環境にやさしい

容器といえます。 

 

○資源ごみ分別の推進【Recycle（再生利用）】 

町民の皆さんから集められた資源ごみは、材質に応じて様々な形でリサイクルされています。リサイクルに

は大きく分けて２種類あり、ひとつは燃やすなどして燃料として使う方法で（サーマルリサイクルといいま

す。）、もうひとつは、元と同じ材料に戻して別な製品を作る方法です（マテリアルリサイクルといいます。）。 

資源を循環させ、リサイクルを推進するためには、資源ごみの分別を徹底させることが必要です。また、分

別収集されたものを材料にリサイクルして作られた製品を優先的に購入して使うことも重要です。 

ごみはできるだけ出さないことがまず重要ですが、不用になったものでも自分の周りで使う人がいない

か探してみたり、工夫して別の利用方法はないかを考えてみたりするなどして、再利用を心がけましょう。 

それでもごみになってしまったものは、可能な限り分別して資源ごみとして出し、リサイクルで再資源

化することが必要です。 

また、平成１４年１２月からは、ダイオキシン類の発生を抑制するため、従来の家庭などで使われてい

た簡易焼却炉での焼却が禁止になり、ごみは燃やさずにすべて町のごみ収集へ出すことになりました。ご

み出しのルールを守って、より一層のごみの減量と分別の徹底が求められます。 
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～グラフからわかること～ 

町の資源ごみ回収や、町内会や子ども会などの資源回収が始まってからは、着実に一人あたりの一般ご

み排出量が減少し、平成１７年からのごみ袋の有料化以後排出量・リサイクル率が向上してきました。 

しかし、近年では逆に一人あたりの一般ごみ排出量が増加傾向になっています。これは全国的な傾向で

もあり、今後、ますます真剣にごみの減量化に取り組んでいかなければなりません。 
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平成４年度： 

◆家庭用焼却炉の購

入助成開始 

平成９年度： 

◆町で缶・ビン・紙

パック類の収集開始 

◆家庭用焼却炉の購

入助成中止 

◆農村地区のごみ収

集開始 

 

平成１０年度： 

◆新聞、雑誌、ダンボール、

ペットボトル、発泡スチロ

ール、その他プラスチック

類、金属類の収集を開始 

平成１２年度： 

◆その他紙類の

収集開始 

◆家庭用焼却炉

撤去開始 

平成１３年度： 

◆家電４品目が

メーカー回収と

なり、町のごみ収

集の対象外に 

平成１４年度： 

◆簡易焼却炉使用

禁止 

◆古布の収集開始 

◆タイヤ収集中止 

平成１７年度： 

◆ごみ袋有料化開始 

平成２５年度： 

◆家電リサイクル制度

本格開始 



 

 

 

 町民の行動 事業者の行動 行政（役場）の行動 

ごみの減量 

・商品を買うときの基準に、

「ごみになりやすくないか」

「不要にならないか」を加え

る 

・コンポスターなどで生ごみ

の堆肥化に努める 

・簡易包装に努める 

・廃棄物をできるだけ出さ

ないように、効率的な生

産・輸送などに努める 

・町民に対してわかりやすい説明に

努め、啓発活動を進める 

・不法投棄対策に取り組む 

・コンポスターの購入助成等によ

り、生ごみの堆肥化を推進する 

 

資源の再利用 

・捨てずにできるだけ修理し

て使う 

・不要な物でも、他の使い道

がないかを考え、工夫をする 

・「リサイクルショップ」や

役場の「不用品登録制度」を

活用する 

・できるだけ修理に応じる

などアフターサービスを充

実させる 

・リサイクルされた製品を

優先的に使用するよう努め

る 

・町民に対してわかりやすい説明に

努め、啓発活動を進める。 

・家電リサイクル制度など、国が進

める新たな取り組みに積極的に取

り組む 

資源ごみの分別 
・分別方法を十分理解し、分

別率 100％を目指す 

・分別しやすい容器包装に

するなど、消費者の分別に

配慮する 

・分別方法を町民に分かりやすく説

明するよう工夫する 

・分別の意識啓発に努める 

・集団資源回収制度等の助成を通じ

て、地域での資源ごみの適正排出に

協力する。 

町民・事業者・行政の行動 
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ごみの減量目標：一日あたりの 

ごみ排出量を一人 100g 削減する 
 一日に排出されているごみの量は、平成 26 年度で町民一人あたり

0.77kg となっています。ごみ発生総量の抑制、及び生ごみのコンポ

スト化や分別の徹底などにより、現在より約 15％削減することを目

標とします。 

資源の再利用目標： 

リサイクル率を 45％に引き上げる 
 平成 26 年度のリサイクル率は 39.8％となっていますが、いまだ

に一般ごみの中に一定の割合で資源ごみが含まれています。ごみ発生

総量を抑制し、資源ごみ分別の徹底を進めることにより、リサイクル

率を 45％に引き上げることを目標とします。 

ご み 排 出 量 の 削 減 と 

資源ごみ分別推進の目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆家畜糞尿

家畜糞尿は、

の管理を怠り、川や地下水に流出

化を招きます。これは、農地への過剰な施肥においても同様の影響

が懸念されます。農畜産業がさかんな北海道

への過剰な施肥に起因すると思われる河川や地下水の

地で見られ、水質基準を超えている地域も少なくありません。池田

町内でも同様の傾向が現れている地域があり、早急な対策が必要と

なっています。家畜糞尿を適切に管理し、堆肥化させ農地へ還元す

るということは、資源を有効利用するというだけではなく、水環境

の保全とも密接に結びついています。

◆下水道汚泥

下水道終末処理場で発生する下水道汚泥

は、平成３

牧場から出る牛糞と混ぜ合わせて発酵させ、堆肥化して農地に還元

するという

しかし、

ていることや、財政的問題などから平成

たが町営牧場施設を利用している事業者所有の家畜糞尿との合成堆

肥化や民間業者に一部汚泥を堆肥化のために売却する等の方策で、

従前同様の汚泥の堆肥化が行われています。

※下水道汚泥：

道管へ流された汚水は、下水道終末処理場で微生物の力によってきれいな水

利別川へ放流しています。この汚れた水をきれいにするために使われた微生物を

せたものを

 

 

○家畜糞尿・下水道汚泥・生ごみなどの堆肥化

町内では、家庭や

有機性廃棄物が発生しています。これらのうち

ありますが、まだ十分ではありません

有機性廃棄物には

を及ぼすため、環境保全・資源有効利用の両面から、有機性廃棄物を地域内で循環利用することが最も望

ましいのです。

２．有機物の地域内循環

 

 

◆家畜糞尿 

家畜糞尿は、本来大変有効な有機肥料として利用できる反面、そ

の管理を怠り、川や地下水に流出

化を招きます。これは、農地への過剰な施肥においても同様の影響

が懸念されます。農畜産業がさかんな北海道

への過剰な施肥に起因すると思われる河川や地下水の

地で見られ、水質基準を超えている地域も少なくありません。池田

町内でも同様の傾向が現れている地域があり、早急な対策が必要と

なっています。家畜糞尿を適切に管理し、堆肥化させ農地へ還元す

るということは、資源を有効利用するというだけではなく、水環境

の保全とも密接に結びついています。

◆下水道汚泥 

下水道終末処理場で発生する下水道汚泥

３年度に下水道汚泥調整

牧場から出る牛糞と混ぜ合わせて発酵させ、堆肥化して農地に還元

するという全国でも先駆的な取り組みを行ないました。

しかし、町有牛の飼養について

ていることや、財政的問題などから平成

たが町営牧場施設を利用している事業者所有の家畜糞尿との合成堆

肥化や民間業者に一部汚泥を堆肥化のために売却する等の方策で、

従前同様の汚泥の堆肥化が行われています。

※下水道汚泥：池田地区や利別地区の下水道区域内（市街地内）の家庭や工場などから下水

道管へ流された汚水は、下水道終末処理場で微生物の力によってきれいな水

利別川へ放流しています。この汚れた水をきれいにするために使われた微生物を

ものを下水道汚泥と呼んでいます。

○家畜糞尿・下水道汚泥・生ごみなどの堆肥化

町内では、家庭や事業所

有機性廃棄物が発生しています。これらのうち

ありますが、まだ十分ではありません

有機性廃棄物には、

を及ぼすため、環境保全・資源有効利用の両面から、有機性廃棄物を地域内で循環利用することが最も望

ましいのです。 

２．有機物の地域内循環

  

大変有効な有機肥料として利用できる反面、そ

の管理を怠り、川や地下水に流出・

化を招きます。これは、農地への過剰な施肥においても同様の影響

が懸念されます。農畜産業がさかんな北海道

への過剰な施肥に起因すると思われる河川や地下水の

地で見られ、水質基準を超えている地域も少なくありません。池田

町内でも同様の傾向が現れている地域があり、早急な対策が必要と

なっています。家畜糞尿を適切に管理し、堆肥化させ農地へ還元す

るということは、資源を有効利用するというだけではなく、水環境

の保全とも密接に結びついています。

下水道終末処理場で発生する下水道汚泥

年度に下水道汚泥調整施設

牧場から出る牛糞と混ぜ合わせて発酵させ、堆肥化して農地に還元

でも先駆的な取り組みを行ないました。

町有牛の飼養について、

ていることや、財政的問題などから平成

たが町営牧場施設を利用している事業者所有の家畜糞尿との合成堆

肥化や民間業者に一部汚泥を堆肥化のために売却する等の方策で、

従前同様の汚泥の堆肥化が行われています。

池田地区や利別地区の下水道区域内（市街地内）の家庭や工場などから下水

道管へ流された汚水は、下水道終末処理場で微生物の力によってきれいな水

利別川へ放流しています。この汚れた水をきれいにするために使われた微生物を

下水道汚泥と呼んでいます。

○家畜糞尿・下水道汚泥・生ごみなどの堆肥化

事業所から出る

有機性廃棄物が発生しています。これらのうち

ありますが、まだ十分ではありません

、栄養分が豊富に

を及ぼすため、環境保全・資源有効利用の両面から、有機性廃棄物を地域内で循環利用することが最も望

２．有機物の地域内循環 

 

大変有効な有機肥料として利用できる反面、そ

・浸出させた場合には

化を招きます。これは、農地への過剰な施肥においても同様の影響

が懸念されます。農畜産業がさかんな北海道では、家畜糞尿や農地

への過剰な施肥に起因すると思われる河川や地下水の

地で見られ、水質基準を超えている地域も少なくありません。池田

町内でも同様の傾向が現れている地域があり、早急な対策が必要と

なっています。家畜糞尿を適切に管理し、堆肥化させ農地へ還元す

るということは、資源を有効利用するというだけではなく、水環境

の保全とも密接に結びついています。 

下水道終末処理場で発生する下水道汚泥※の有効利用について

施設を町営牧場敷地内に設置し、

牧場から出る牛糞と混ぜ合わせて発酵させ、堆肥化して農地に還元

でも先駆的な取り組みを行ないました。

、当初の目的をある程度達してき

ていることや、財政的問題などから平成 16 年度中に廃止

たが町営牧場施設を利用している事業者所有の家畜糞尿との合成堆

肥化や民間業者に一部汚泥を堆肥化のために売却する等の方策で、

従前同様の汚泥の堆肥化が行われています。 

池田地区や利別地区の下水道区域内（市街地内）の家庭や工場などから下水

道管へ流された汚水は、下水道終末処理場で微生物の力によってきれいな水

利別川へ放流しています。この汚れた水をきれいにするために使われた微生物を

下水道汚泥と呼んでいます。 

○家畜糞尿・下水道汚泥・生ごみなどの堆肥化

出る生ごみ、家畜飼育農家の家畜糞尿、下水道汚泥

有機性廃棄物が発生しています。これらのうち

ありますが、まだ十分ではありません。 

豊富に含まれている反面、大量に川や地下水へ流出すると、水質へ悪影響

を及ぼすため、環境保全・資源有効利用の両面から、有機性廃棄物を地域内で循環利用することが最も望

大変有効な有機肥料として利用できる反面、そ

た場合には、水質の悪

化を招きます。これは、農地への過剰な施肥においても同様の影響

では、家畜糞尿や農地

への過剰な施肥に起因すると思われる河川や地下水の水質

地で見られ、水質基準を超えている地域も少なくありません。池田

町内でも同様の傾向が現れている地域があり、早急な対策が必要と

なっています。家畜糞尿を適切に管理し、堆肥化させ農地へ還元す

るということは、資源を有効利用するというだけではなく、水環境

※の有効利用について

を町営牧場敷地内に設置し、

牧場から出る牛糞と混ぜ合わせて発酵させ、堆肥化して農地に還元

でも先駆的な取り組みを行ないました。 

当初の目的をある程度達してき

年度中に廃止

たが町営牧場施設を利用している事業者所有の家畜糞尿との合成堆

肥化や民間業者に一部汚泥を堆肥化のために売却する等の方策で、

 

池田地区や利別地区の下水道区域内（市街地内）の家庭や工場などから下水

道管へ流された汚水は、下水道終末処理場で微生物の力によってきれいな水

利別川へ放流しています。この汚れた水をきれいにするために使われた微生物を

○家畜糞尿・下水道汚泥・生ごみなどの堆肥化 

生ごみ、家畜飼育農家の家畜糞尿、下水道汚泥

有機性廃棄物が発生しています。これらのうち堆肥化するなど有効な

含まれている反面、大量に川や地下水へ流出すると、水質へ悪影響

を及ぼすため、環境保全・資源有効利用の両面から、有機性廃棄物を地域内で循環利用することが最も望

大変有効な有機肥料として利用できる反面、そ

、水質の悪

化を招きます。これは、農地への過剰な施肥においても同様の影響

では、家畜糞尿や農地

水質悪化が各

地で見られ、水質基準を超えている地域も少なくありません。池田

町内でも同様の傾向が現れている地域があり、早急な対策が必要と

なっています。家畜糞尿を適切に管理し、堆肥化させ農地へ還元す

るということは、資源を有効利用するというだけではなく、水環境

の有効利用について

を町営牧場敷地内に設置し、

牧場から出る牛糞と混ぜ合わせて発酵させ、堆肥化して農地に還元

当初の目的をある程度達してき

年度中に廃止されまし

たが町営牧場施設を利用している事業者所有の家畜糞尿との合成堆

肥化や民間業者に一部汚泥を堆肥化のために売却する等の方策で、

池田地区や利別地区の下水道区域内（市街地内）の家庭や工場などから下水

道管へ流された汚水は、下水道終末処理場で微生物の力によってきれいな水

利別川へ放流しています。この汚れた水をきれいにするために使われた微生物を

生ごみ、家畜飼育農家の家畜糞尿、下水道汚泥

堆肥化するなど有効な資源として再利用され

含まれている反面、大量に川や地下水へ流出すると、水質へ悪影響

を及ぼすため、環境保全・資源有効利用の両面から、有機性廃棄物を地域内で循環利用することが最も望

下水道汚泥調整施設

池田地区や利別地区の下水道区域内（市街地内）の家庭や工場などから下水

道管へ流された汚水は、下水道終末処理場で微生物の力によってきれいな水に処理した後

利別川へ放流しています。この汚れた水をきれいにするために使われた微生物を沈殿分離さ

生ごみ、家畜飼育農家の家畜糞尿、下水道汚泥

資源として再利用され

含まれている反面、大量に川や地下水へ流出すると、水質へ悪影響

を及ぼすため、環境保全・資源有効利用の両面から、有機性廃棄物を地域内で循環利用することが最も望

堆肥舎 

下水道汚泥調整施設

池田地区や利別地区の下水道区域内（市街地内）の家庭や工場などから下水

した後、

沈殿分離さ
下水道汚泥

生ごみ、家畜飼育農家の家畜糞尿、下水道汚泥など、毎日たくさんの

資源として再利用されているものも

含まれている反面、大量に川や地下水へ流出すると、水質へ悪影響

を及ぼすため、環境保全・資源有効利用の両面から、有機性廃棄物を地域内で循環利用することが最も望

下水道汚泥調整施設 

下水道汚泥 

毎日たくさんの

ているものも

含まれている反面、大量に川や地下水へ流出すると、水質へ悪影響

を及ぼすため、環境保全・資源有効利用の両面から、有機性廃棄物を地域内で循環利用することが最も望
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有機物の地域内循環

～ 3-

 

 

有機物の地域内循環

・生ごみ 

家庭から出

ンポスト化

また、ごみ処理にかかる費用は

ンポスト化は

現在、池田町では、各家庭での生ごみ

助成した数は平成

「あか牛堆肥」の購入助成も行なって

生ごみの堆肥化は、資源の有効利用とごみ減量化の両方にとても効果的な方法です。

町内から発生する生ごみすべてを町が収集して堆

在の財政状況では

各家庭でのコンポスト化を推進することにより
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有機物の地域内循環目標

 

家庭から出されるごみ

ンポスト化してその排出量を少なくすることで、処理

また、ごみ処理にかかる費用は

ンポスト化は、町の経費削減にも直接繋がります。

池田町では、各家庭での生ごみ

助成した数は平成 26

「あか牛堆肥」の購入助成も行なって
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部の畜産農家から牛糞を収集することも視野に入れながら

製造手法の検討が必要となっています。

あか牛堆肥と家庭用コンポスト

行政（役場）の行動 

下水道汚泥の安定的・効率的

運用に努める 

・堆肥の品質を高め、農家が利

生産に努める 

畜産農家に対して、家畜糞尿

の適切な管理や堆肥化が行われ

るよう、助言や指導に努める 

・家畜糞尿から生産された堆肥

 

・各家庭でのコンポスト化を推

進するため、コンポスターの購

入助成や啓発に努める 

肥料として使用するほかにも、コン

ポスター中の生ごみに定期的に混ぜ合わせると生ごみの分解が早ま

り、コンポスト化を促進する効果や、生ごみの臭いを抑える効果も

牛がいなくなるた

め、良質な牛糞が得られなくなり、原料がなくなってしまうので「あ

この優れた効果をもつ「あか牛堆肥」を継続して生産す

町営牧場から供給されていた牛糞の代替として、町内の一

部の畜産農家から牛糞を収集することも視野に入れながら、新たな

製造手法の検討が必要となっています。 

あか牛堆肥と家庭用コンポスト 

～ 3

肥料として使用するほかにも、コン

ポスター中の生ごみに定期的に混ぜ合わせると生ごみの分解が早ま

り、コンポスト化を促進する効果や、生ごみの臭いを抑える効果も

牛がいなくなるた

め、良質な牛糞が得られなくなり、原料がなくなってしまうので「あ

この優れた効果をもつ「あか牛堆肥」を継続して生産す

町営牧場から供給されていた牛糞の代替として、町内の一

、新たな
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（２） 自然を身近に感じる町づくり

     
              

みどり豊かな木々を眺めたり、その中に身を置い

になれるものです。

池田町にも

ワの木のある清見ヶ丘公園や、四季折々の変化を見せてくれる街路樹など、たくさんのみどりにあふれて

います。また、「まきばの家」は、訪れた人が森林や

の森」（私有林）は、緑とふれあいながら様々な樹種を見学できる学習林的な役割も持った森林として、環

境 NPO によって継続的に整備されています。

 

当初計画策定に先立ち実施した「環境意識アンケート調査」で

でいて良かったこと」として、「自然・緑が豊か」「田園風景・田舎らしさ」といった意見が多数寄せら

ました。また、各種アンケートや調査等でも、公園や緑に関する意見・要望は多く、町民の皆さんの関心

の高さがうかがえます。

本計画では、これら「環境意識アンケート調査」の結果や「１００年の森構想」

の主旨を踏まえ、「環境の良さ」を実感できるまちづくりを推進するための項目

として「自然を身近に感じる町づくり」を掲げました。

自然を身近に感じる町づくり

     
              

●人と人をつなぐ森の創造（みんなでつくる森）

 ・人と人との出会いの場を大切に、町民一人ひとりが参加する森づくりを目指します。

 ・地域ぐるみで守り育てる森づくりを目指します。

●人とみどりをつなぐ森の創造（自然と遊ぶ森）

 ・みどりの環境を楽しみ、人とみどりの交流の輪を広げます。

 ・みどりへの関心を高め、大切にする心を育みます。

●みどりとみどりをつなぐ森の創造（くらしを支える森）

 ・みどりの量の増加

 ・山から山へ、山から川へ、山から里へ、川から海へと、みどりとみどりをつなぐ里山づくりをすすめます

みどり豊かな木々を眺めたり、その中に身を置い

になれるものです。 

にも、農村部にはたくさんの

ある清見ヶ丘公園や、四季折々の変化を見せてくれる街路樹など、たくさんのみどりにあふれて

また、「まきばの家」は、訪れた人が森林や

の森」（私有林）は、緑とふれあいながら様々な樹種を見学できる学習林的な役割も持った森林として、環

によって継続的に整備されています。

計画策定に先立ち実施した「環境意識アンケート調査」で

でいて良かったこと」として、「自然・緑が豊か」「田園風景・田舎らしさ」といった意見が多数寄せら

ました。また、各種アンケートや調査等でも、公園や緑に関する意見・要望は多く、町民の皆さんの関心

の高さがうかがえます。

本計画では、これら「環境意識アンケート調査」の結果や「１００年の森構想」

の主旨を踏まえ、「環境の良さ」を実感できるまちづくりを推進するための項目

として「自然を身近に感じる町づくり」を掲げました。

自然を身近に感じる町づくり

     「１００年の森構想」では、森林を次の３種類に分けて整理し、
              

●人と人をつなぐ森の創造（みんなでつくる森）

・人と人との出会いの場を大切に、町民一人ひとりが参加する森づくりを目指します。

・地域ぐるみで守り育てる森づくりを目指します。

●人とみどりをつなぐ森の創造（自然と遊ぶ森）

・みどりの環境を楽しみ、人とみどりの交流の輪を広げます。

・みどりへの関心を高め、大切にする心を育みます。

●みどりとみどりをつなぐ森の創造（くらしを支える森）

・みどりの量の増加とみどりの質を高めます。

山から山へ、山から川へ、山から里へ、川から海へと、みどりとみどりをつなぐ里山づくりをすすめます

みどり豊かな木々を眺めたり、その中に身を置い

 

、農村部にはたくさんの

ある清見ヶ丘公園や、四季折々の変化を見せてくれる街路樹など、たくさんのみどりにあふれて

また、「まきばの家」は、訪れた人が森林や

の森」（私有林）は、緑とふれあいながら様々な樹種を見学できる学習林的な役割も持った森林として、環

によって継続的に整備されています。

計画策定に先立ち実施した「環境意識アンケート調査」で

でいて良かったこと」として、「自然・緑が豊か」「田園風景・田舎らしさ」といった意見が多数寄せら

ました。また、各種アンケートや調査等でも、公園や緑に関する意見・要望は多く、町民の皆さんの関心

の高さがうかがえます。 

また、平成１０年に池田町の開町百年記念事業の一つとして、「１００年の森」

整備事業が開始されました。この事業は、池田町のみどりの現状を踏まえながら、

この一世紀で失ったみどりを再生し、

や孫たちに引き継いで

た、みどり

本計画では、これら「環境意識アンケート調査」の結果や「１００年の森構想」

の主旨を踏まえ、「環境の良さ」を実感できるまちづくりを推進するための項目

として「自然を身近に感じる町づくり」を掲げました。

また、豊かなみどりを育む森林は、暮らしに安らぎやうるおいを与え

れるだけでなく、水源涵養や生態系の生息基盤、木材生産、地球温暖化の原

因となる二酸化炭素を吸収して酸素を作り出すなど、

る多くの重要なはたらきを持っています。

本計画では「みどり」について、暮らしに安らぎやうるおいを与えてくれ

る「身近なみどり」と、水源涵養や温暖化防止などの公益的機能を備えた「

たちを

めの指針を示します。

自然を身近に感じる町づくり

「１００年の森構想」では、森林を次の３種類に分けて整理し、
              

●人と人をつなぐ森の創造（みんなでつくる森）

・人と人との出会いの場を大切に、町民一人ひとりが参加する森づくりを目指します。

・地域ぐるみで守り育てる森づくりを目指します。

●人とみどりをつなぐ森の創造（自然と遊ぶ森）

・みどりの環境を楽しみ、人とみどりの交流の輪を広げます。

・みどりへの関心を高め、大切にする心を育みます。

●みどりとみどりをつなぐ森の創造（くらしを支える森）

とみどりの質を高めます。

山から山へ、山から川へ、山から里へ、川から海へと、みどりとみどりをつなぐ里山づくりをすすめます

みどり豊かな木々を眺めたり、その中に身を置い

、農村部にはたくさんの野生生物

ある清見ヶ丘公園や、四季折々の変化を見せてくれる街路樹など、たくさんのみどりにあふれて

また、「まきばの家」は、訪れた人が森林や

の森」（私有林）は、緑とふれあいながら様々な樹種を見学できる学習林的な役割も持った森林として、環

によって継続的に整備されています。

計画策定に先立ち実施した「環境意識アンケート調査」で

でいて良かったこと」として、「自然・緑が豊か」「田園風景・田舎らしさ」といった意見が多数寄せら

ました。また、各種アンケートや調査等でも、公園や緑に関する意見・要望は多く、町民の皆さんの関心

また、平成１０年に池田町の開町百年記念事業の一つとして、「１００年の森」

整備事業が開始されました。この事業は、池田町のみどりの現状を踏まえながら、

この一世紀で失ったみどりを再生し、

や孫たちに引き継いで

みどりあふれる森

本計画では、これら「環境意識アンケート調査」の結果や「１００年の森構想」

の主旨を踏まえ、「環境の良さ」を実感できるまちづくりを推進するための項目

として「自然を身近に感じる町づくり」を掲げました。

また、豊かなみどりを育む森林は、暮らしに安らぎやうるおいを与え

るだけでなく、水源涵養や生態系の生息基盤、木材生産、地球温暖化の原

因となる二酸化炭素を吸収して酸素を作り出すなど、

多くの重要なはたらきを持っています。

本計画では「みどり」について、暮らしに安らぎやうるおいを与えてくれ

る「身近なみどり」と、水源涵養や温暖化防止などの公益的機能を備えた「

たちを支える森」のふたつ

めの指針を示します。

自然を身近に感じる町づくり 

「１００年の森構想」では、森林を次の３種類に分けて整理し、
              目的に応じて整備していくこととしています。

●人と人をつなぐ森の創造（みんなでつくる森）

・人と人との出会いの場を大切に、町民一人ひとりが参加する森づくりを目指します。

・地域ぐるみで守り育てる森づくりを目指します。

●人とみどりをつなぐ森の創造（自然と遊ぶ森）

・みどりの環境を楽しみ、人とみどりの交流の輪を広げます。

・みどりへの関心を高め、大切にする心を育みます。

●みどりとみどりをつなぐ森の創造（くらしを支える森）

とみどりの質を高めます。 

山から山へ、山から川へ、山から里へ、川から海へと、みどりとみどりをつなぐ里山づくりをすすめます

みどり豊かな木々を眺めたり、その中に身を置いたりし

野生生物が生活する豊かな森があり、市街地には樹齢数百年のカシ

ある清見ヶ丘公園や、四季折々の変化を見せてくれる街路樹など、たくさんのみどりにあふれて

また、「まきばの家」は、訪れた人が森林や生き物

の森」（私有林）は、緑とふれあいながら様々な樹種を見学できる学習林的な役割も持った森林として、環

によって継続的に整備されています。 

計画策定に先立ち実施した「環境意識アンケート調査」で

でいて良かったこと」として、「自然・緑が豊か」「田園風景・田舎らしさ」といった意見が多数寄せら

ました。また、各種アンケートや調査等でも、公園や緑に関する意見・要望は多く、町民の皆さんの関心

また、平成１０年に池田町の開町百年記念事業の一つとして、「１００年の森」

整備事業が開始されました。この事業は、池田町のみどりの現状を踏まえながら、

この一世紀で失ったみどりを再生し、

や孫たちに引き継いでいくため『１００年の森構想』

あふれる森づくりを目指

本計画では、これら「環境意識アンケート調査」の結果や「１００年の森構想」

の主旨を踏まえ、「環境の良さ」を実感できるまちづくりを推進するための項目

として「自然を身近に感じる町づくり」を掲げました。 

また、豊かなみどりを育む森林は、暮らしに安らぎやうるおいを与え

るだけでなく、水源涵養や生態系の生息基盤、木材生産、地球温暖化の原

因となる二酸化炭素を吸収して酸素を作り出すなど、

多くの重要なはたらきを持っています。

本計画では「みどり」について、暮らしに安らぎやうるおいを与えてくれ

る「身近なみどり」と、水源涵養や温暖化防止などの公益的機能を備えた「

支える森」のふたつの項目

めの指針を示します。 

 

「１００年の森構想」では、森林を次の３種類に分けて整理し、
目的に応じて整備していくこととしています。

●人と人をつなぐ森の創造（みんなでつくる森） 

・人と人との出会いの場を大切に、町民一人ひとりが参加する森づくりを目指します。

・地域ぐるみで守り育てる森づくりを目指します。 

●人とみどりをつなぐ森の創造（自然と遊ぶ森） 

・みどりの環境を楽しみ、人とみどりの交流の輪を広げます。

・みどりへの関心を高め、大切にする心を育みます。 

●みどりとみどりをつなぐ森の創造（くらしを支える森） 

 

山から山へ、山から川へ、山から里へ、川から海へと、みどりとみどりをつなぐ里山づくりをすすめます

たりしていると、とても心が安らいでくつろいだ気分

が生活する豊かな森があり、市街地には樹齢数百年のカシ

ある清見ヶ丘公園や、四季折々の変化を見せてくれる街路樹など、たくさんのみどりにあふれて

生き物にふれあえる施設であり、隣接している「池田

の森」（私有林）は、緑とふれあいながら様々な樹種を見学できる学習林的な役割も持った森林として、環

計画策定に先立ち実施した「環境意識アンケート調査」でも、「池田の好きなところ」「池田に住ん

でいて良かったこと」として、「自然・緑が豊か」「田園風景・田舎らしさ」といった意見が多数寄せら

ました。また、各種アンケートや調査等でも、公園や緑に関する意見・要望は多く、町民の皆さんの関心

また、平成１０年に池田町の開町百年記念事業の一つとして、「１００年の森」

整備事業が開始されました。この事業は、池田町のみどりの現状を踏まえながら、

この一世紀で失ったみどりを再生し、みどりあふれるふるさとを私たちの子ども

『１００年の森構想』

づくりを目指していこうというものです。

本計画では、これら「環境意識アンケート調査」の結果や「１００年の森構想」

の主旨を踏まえ、「環境の良さ」を実感できるまちづくりを推進するための項目

また、豊かなみどりを育む森林は、暮らしに安らぎやうるおいを与え

るだけでなく、水源涵養や生態系の生息基盤、木材生産、地球温暖化の原

因となる二酸化炭素を吸収して酸素を作り出すなど、

多くの重要なはたらきを持っています。

本計画では「みどり」について、暮らしに安らぎやうるおいを与えてくれ

る「身近なみどり」と、水源涵養や温暖化防止などの公益的機能を備えた「

の項目にわけ、それぞれを保護・育成していくた

「１００年の森構想」では、森林を次の３種類に分けて整理し、
目的に応じて整備していくこととしています。

・人と人との出会いの場を大切に、町民一人ひとりが参加する森づくりを目指します。

・みどりの環境を楽しみ、人とみどりの交流の輪を広げます。 

 

山から山へ、山から川へ、山から里へ、川から海へと、みどりとみどりをつなぐ里山づくりをすすめます

ていると、とても心が安らいでくつろいだ気分

が生活する豊かな森があり、市街地には樹齢数百年のカシ

ある清見ヶ丘公園や、四季折々の変化を見せてくれる街路樹など、たくさんのみどりにあふれて

にふれあえる施設であり、隣接している「池田

の森」（私有林）は、緑とふれあいながら様々な樹種を見学できる学習林的な役割も持った森林として、環

、「池田の好きなところ」「池田に住ん

でいて良かったこと」として、「自然・緑が豊か」「田園風景・田舎らしさ」といった意見が多数寄せら

ました。また、各種アンケートや調査等でも、公園や緑に関する意見・要望は多く、町民の皆さんの関心

また、平成１０年に池田町の開町百年記念事業の一つとして、「１００年の森」

整備事業が開始されました。この事業は、池田町のみどりの現状を踏まえながら、

みどりあふれるふるさとを私たちの子ども

『１００年の森構想』を策定

していこうというものです。

本計画では、これら「環境意識アンケート調査」の結果や「１００年の森構想」

の主旨を踏まえ、「環境の良さ」を実感できるまちづくりを推進するための項目

また、豊かなみどりを育む森林は、暮らしに安らぎやうるおいを与え

るだけでなく、水源涵養や生態系の生息基盤、木材生産、地球温暖化の原

因となる二酸化炭素を吸収して酸素を作り出すなど、

多くの重要なはたらきを持っています。 

本計画では「みどり」について、暮らしに安らぎやうるおいを与えてくれ

る「身近なみどり」と、水源涵養や温暖化防止などの公益的機能を備えた「

にわけ、それぞれを保護・育成していくた
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また、池田町内で植林・育林活動を展開している環境
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 町民の行動 事業者の行動 行政（役場）の行動 

自然を身近に感

じるまちづくり

の推進 

・植樹祭などの緑化行事や環

境学習行事などに積極的に参

加するように努める 

・自宅にみどりや花を飾るな

ど、みどりあふれるまちづく

りに参加する 

・樹木からの落ち葉は、自然

の仕組みであることを理解

し、寛容な気持ちを持つよう

に心掛ける 

・事業所の周りをみどりや花

で飾るなど、みどりあふれる

まちづくりに参加する 

・みどりのあふれる町並みを

形成するため、計画的な植樹

に努める 

・植栽する時には、周囲の環

境や樹種の選定に配慮し、周

辺住民の生活との調和を図る

よう努める 

身近なみどりの整備目標：自然を身近に感じられるま

ちづくりを計画的かつ効率的にすすめるよう努める 
 池田町で暮らしている町民が、環境のよさを実感できるよう、市街地を

みどりで囲み、その緑が山へつながるような植樹活動を通して、自然を身

近に感じられるまちづくりを進めます。 

公園や街路に植栽をする際には、植栽場所の地域特性や環境、木の性質

などを十分考慮した上で樹種を選定し、周辺地域住民からの苦情ができる

だけ発生しないよう、計画的に市街地への植栽を実施するよう努めます。 

また、町民の皆さんに対しても、みどりに対するご理解とご協力を求め

ていきます。 

身近なみどりの整備目標 

みどりあふれる町づくりが進められる一方、これらの公園や街路の樹木

からの落ち葉に関する苦情が寄せられているという現実もあります。「み

どりあふれる町づくりには賛成するが、自分の家の周りに枯葉がたくさん

落ちるのは困る」といった町民の方からの声が多く、「みどりを増やすと

落ち葉の苦情が増える」という矛盾に、町としても頭を悩ませています。 

 

せっかく町の中にみどりを増やしても、そこに住む人たちが不快な思いをしては意

味がありません。今後、街路や公園などに木を植えるときには、道路の形態や地域の

特性、環境や木の性質などを十分理解したうえで行うよう努める必要があります。 

しかしながら、落ち葉は本来、土の中で虫や微生物などによって分解され、栄養分

として再び樹木に取りこまれるという、自然のサイクルの中に組み込まれています。

アスファルトやコンクリートに根元を囲まれている街路樹ではこの自然のサイクルが

成り立たないため、人の手によって道路などから落ち葉を取り除くしかありません。 

 

町としましては、町民の皆さんにも、自然の摂理に対す

る寛大な気持ちとご理解をいただきながら、街路などに木

を植えるときには、その場所や樹種などを十分考慮し、み

どりの維持管理に努めていこうと考えております。 

町民・事業者・行政の役割 
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○森が持つ多彩な機能 
 森林には多くの重要な機能がありますが、主なものとして次のよ

うな機能があげられます。 

◆水源の涵養 

◆洪水・土砂崩れなどの災害防止 

◆野生生物の生態系保護 

◆気象緩和・風害防止など生活環境の保全 

◆二酸化炭素など温室効果ガスの吸収 

◆レクリエーション施設・森林公園など 

保健休養の場の提供 

◆木材や林産物の供給 

 

 

 池田町の森林には、ナラやカバ類などの天然林やカラマツなどの人工林が豊かに

ひろがっており、清らかな水をたくわえ、野生生物の生息の場となるとともに、二

酸化炭素を吸収して地球温暖化を防止するなど、いろいろな面で私たちの生活と深

く関わり、支えてくれています。 

 しかし、森林はひとたび荒れてしまうと、元のような森林に戻すまで気の遠くな

るような長い年月が必要になってしまいます。 

森林が持つさまざまな機能を損なわないように維持させていくためには、総合的

な視点に立ち、計画的かつ適切な森林の取扱いが行われるようにしなければならず、

池田町では「池田町森林整備計画」を策定し、森林の保全･整備に取り組んでいます。 

 

 

２．私たちを支える森 
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○池田町森林整備計画 
 近年、輸入木材の増加や木材価格の低迷などにより、林業の採算性が悪化している一方、森林に対

する国民の要請は、木材生産から水源かん養や自然環境の保全、地球温暖化の防止、レクリエーショ

ンや教育の場としての利用など多様化しています。 

森林が持つさまざまな機能を損なわないように維持させていくためには、総合的な視点に立ち、計

画的かつ適切な森林の取扱いが行われるようにしなければなりません。池田町では「池田町森林整備

計画」を策定して、森林の保全･整備に取り組んでいます。 

 この整備計画の中では、町内のそれぞれの森林が持つ多面的な機能に配慮しながら、その中でも特

に重視すべき機能に応じた森林の整備を行うために、地域の特性や森林資源の状況、自然的・社会的

条件を考慮して、森林を次の 5 つの区域に分け、望ましい森林の姿へ誘導していくこととしています。 

 

■水源かん養林と山地災害防止林 

整備対象：特に水源涵養機能、または山地災害防止機能を増進させる必要のある森林。 

整備方針：災害に強い地域環境を形成するために地形、地質等の条件を考慮した上て、複層状態の森林への誘

導、裸地化の回避を図るとともに、保安林の指定及び適切な管理を推進する。 

 

■生活環境保全林と保健・文化機能等維持林 
整備対象：特に生活環境保全機能、または保健文化機能又はを増進させる必要のある森林。 

整備方針：地域の快適な生活環境の保全の観点から見て有効な森林構成の維持・整備を基本とし、住民にとっ

て憩いと学びの場として期待される森林や自然景観を期待される森林の維持、整備を推進する 

 

■木材等生産林 
整備対象：特に木材等生産機能を増進させる必要のある森林。 

整備方針：木材需要の動向、地域の森林の構成等を考慮の上、木材等を持続的かつ効率的に生産できる森林に

誘導するための森林整備を推進するものとします。 

○野生生物が生息する森林 
池田町の森や川などでは、様々な生き物たちが育ち、生活しています。 

また、絶滅の恐れがあるなど保護すべき動植物をリストアップしたレッドリスト

(環境省)に掲載されているような「ニホンザリガニ」や「タンチョウヅル」などの動

物も、わずかながら池田町内で生息・営巣しています。これらの貴重な動植物はも

ちろん、他の様々な生き物たちが生きていくうえでも、きれいな川、池、沼などの

水辺や、これらを支える豊かな森林はとても大切な存在です。 

私たちの子どもや孫、そのずっと先の子孫たちへ、池田の自然を豊かなまま、残

していかなければなりません。 

資源の循環利用林 

68％ 
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 町民の行動 事業者の行動 行政（役場）の行動 

森林保全 

・植樹祭などの緑化行事や

環境学習行事などに積極

的に参加する 

・地元で産出された木材や

間伐材から作られた製品

を積極的に利用する 

・森林の持つ多面的機能に配慮した、

総合的な視点からの森林整備に努め

る 

・地元で算出された木材や間伐材か

ら作られた製品を積極的に利用する 

・建築廃材の再利用など、木材資源

の有効利用に努める 

・森林の持つ多面的機能を

より引き出せるよう森林所

有者と連携を図りながら、

望ましい森林整備に努める 

・町内で産出された木材や

間伐材の高付加価値化や有

効利用を推進する 

町民・事業者・行政の行動 

○人工林の保全 
また、森林の世代交代を人の手を加えながら定期的に行う「資源循環利

用林（人工林）」を健全に育てることは、水源涵養や野生生物の生息場所の

保全、二酸化炭素の吸収につながるなど環境保全に大変重要な役割をはた

していますが、輸入木材の増加や木材価格の低迷などにより林業の採算性

が悪化しているため、多くの経費や労力を必要とする森林の手入れが行き

届かず、森林の荒廃が進んでしまうという懸念が出てきています。 

これらの課題を解決していくためには、地場で産出された木材の安定的

な流通や、間伐材の有効利用などによって、林業の採算性を確保していく

必要があります。 

また、私たち地域の住民も、地元の森林を大切に育てようという意識を

持ち、地元で産出された木材や間伐材から作られた製品を積極的に使用す

る「産消協働」と「地材地消」を進めていくことが重要です。 

森 林 保 全 目 標 

森林保全目標：それぞれの森林の機能に応

じた適切な整備と資源の循環利用の推進 
 池田町森林整備計画に基づき、それぞれの森林が持つ多面的機

能に配慮しつつ、重視すべき機能に応じた森林の整備を総合的に

行い、望ましい森林の姿へ誘導するよう努めます。 

また、地元で産出された木材・間伐材の有効利用を図り、「産消

協働」と「地材地消」を推進します。 
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公園や林などに落ちているドングリが芽を出し大きく

育っていくと、100 年後にはカシワやミズナラ（オーク）

の大木になり、ワインを熟成させる樽の原料として使用で

きるようになります。 

「オークの森構想」は、町民の皆さんにひろい集めて

いただいたこのドングリを圃場で苗木に育て、再び町民

の皆さんの手によって、百年後にワイン樽の原木となる

ためのオークの苗木を植樹するというものです。 

この構想は、100 年の森構想の推進事業のひとつと

して位置づけられており、ワインのまち池田町ならでは

の夢とロマンあふれる特徴的な取り組みです。 

。 
オークの森植樹祭 

―
オ
ー
ク
の
森
構
想
― 



（３） 地球環境を守る 

 

 

今、私たちが住んでいる地球は、地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の大規模な伐採、

砂漠化など、地球上で生命が生存していくためには、非常に危険な状況に追いこまれています。 

本計画では、これら地球規模の環境問題の中でも、特に緊急性が高く、私たちの暮らしと関係の深

い地球温暖化防止について取り上げ、取り組むべき対策の指針を示します。 

○地球温暖化とは 

地球の表面は太陽によって温められ

ていますが、大気中に二酸化炭素など

の気体が存在することで、暖められた

温度が宇宙空間へ逃げにくくなり、地

球の平均気温を摂氏１５度程度に保っ

てきました。こうした気体は温室効果

ガスと呼ばれます。 

 

しかし、１９世紀以降、産業の発展に伴って人類は石炭や石油などを大量消費するようにな

り、大気中の二酸化炭素の量は２００年前と比べて３０％程度増加しました。今後も人類が同

じような活動を続けていくと、２１世紀には二酸化炭素濃度は現在の２階倍以上になってしま

います。この結果、地球の平均気温は今より最大 5.8 度上昇すると予測されています。 

１．地球温暖化の防止 
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二酸化炭素濃度の推移 

◆二酸化炭素の濃度 

1750 年に 278ppm だった二酸化炭素の

濃度が、2013 年には 396ppm と約 42％

も増加しており、これは過去 2 万年で最高の

増加率です。また、このまま増加を続けると、

2100年には1750年の２倍から３倍以上の

540～970ppm へ増加すると予測されてい

ます。 

◆平均気温 

20 世紀の間に、地球の平均気温が約 0.6℃

上昇しました。これは、過去 1000 年で最大

の上昇スピードです。このまま地球温暖化が

すすむと、2100 年には、1990 年からさら

に 1.4～5.8℃上昇すると予測されています。 

◆海面の上昇 

20 世紀の間に、海面は 10～20cm 上昇し

ました。今後、地球温暖化によって海水温が

上昇すると、2100 年までに 9～88cm 上昇

すると予測されています。 



○予測される地球温暖化による影響 

このまま地球温暖化が進んでしまうと、日本でも次のような影響が予測されます。

また、同様のことが池田町でも起こったり影響を受けたりすることが考えられます。 

・地球温暖化により世界の穀物生産が大幅に減少すると、海外から食料の約 70％（カ

ロリーベース）を輸入している日本は、深刻な食糧難に陥る恐れがある 

・異常気象による災害が頻発するようになる 

・マラリアなどの感染症や熱中症などにより、老人の死亡率が高まる 

・産業地帯が集中する湾岸域が水没する 

・南方で生息する昆虫が北に移動する 

・サケの漁場が北上する 

○森林による二酸化炭素の固定 

植物には光合成によって二酸化炭素

を固定するはたらきがあります。みどり

豊かな森林は、二酸化炭素の吸収源とし

てとても重要な役割を果たしています。 

地球温暖化防止の観点からも、森林の

保全と育成につとめる必要があります。 

○私たちにもできる地球温暖化防止 

地球の温暖化を防ぐには、私たち町民 1 人ひとりが自分の生活習慣を

見直し、電気をこまめに消したり、車のアイドリングをやめるなど、ち

ょっとしたことから行動を起こすことが必要です。 

事業者の方も、生産や輸送、販売などの過程において効率性やムダな

ものは無いかをもう一度チェックしてみましょう。 

また、町内にはメガソーラーが設置され。改築された池田中学校にも

太陽光発電システムを活用する等、官民一体となって池田町の年間日照

時間が長いという地域特性を生かした自然エネルギーの利活用も進ん

でいます。 

役場では、池田町が行う事業や事務に関して二酸化炭素の排出量を抑

制するため、「池田町温室効果ガス排出抑制実行計画」を策定し今後も、

温暖化防止行動の実践に取り組んでいきます。 
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出所）北海道「北海道地球温暖化防止計画」 

○地球温暖化を防止するには 

温室効果ガスの中でも特に影響の大きい二酸化炭素は、

私たちが生活の中で電気やガスを使ったり、ストーブを焚

いた時や車の排気ガスから発生しています。 

北海道民1人あたりの温室効果ガス排出量は平成24年

度で 13.4 トンで、全国平均の 1.3 倍にもなっています。 

私たちが、自分の生活スタイルそのものを見直さなけれ

ば、地球温暖化は止められません。 

北海道の二酸化炭素排出量のデータ 



 

 

 町民の行動 事業者の行動 行政（役場）の行動 

省エネルギー 

・照明や家電機器の節電に努める 

・家電機器や車を買い替えるときは、

省エネ性能や燃費のいいものを優先

して購入するよう努める 

・アイドリングや急発進・急加速を控

え、エコドライブに努める 

・冷暖房の温度設定を適切に設定する 

・自動車の利用を控え、近距離の移動

は自転車や徒歩でする 

・太陽光などの自然エネルギーの導入

を推進する 

・事務機器や製造機器の節電・省

エネに努める 

・事務機器や車両を更新するとき

は、省エネ性能や燃費のいいもの

を優先して購入するよう努める 

・アイドリングや急発進・急加速

を控え、エコドライブに努める 

・輸送や物流の効率化に努める 

・太陽光などの自然エネルギーの

導入を推進する 

・町民や事業者に対し

て省エネ方法などの

情報提供や啓発に努

める。 

・「池田町温室効果ガ

ス排出抑制実行計画」

に基づき、率先して温

室効果ガス排出抑制

に努める 

・太陽光などの自然エ

ネルギーの導入を推

進する 

省資源 
・必要なものだけ買って大切に使用す

る習慣を身につける 

・グリーン購入などリサイクル製

品や環境に配慮された製品を優

先して使用するよう努める 

・グリーン購入を推進

する 

二酸化炭素の 

固定 
 

・森林の適切な維持･整備に努め

る 

・森林の適切な維持･

整備に努める 

地球温暖化防止目標：エネルギーや資源の

使用量を必要最小限に抑えるとともに、自

然エネルギーを積極的に活用することによ

り、二酸化炭素の排出量を抑える 
 二酸化炭素排出量を削減し地球温暖化を防ぐため、町民・事業者・

行政がそれぞれの立場で、できる限りエネルギーや資源の使用量を

最小限に抑え、無駄が生じないよう有効に利用するように努めるほ

か、太陽光などの自然エネルギーを積極的に導入する。 

また、行政は、省エネルギー・省資源についての啓発や情報提供

に努める。 

地 球 温 暖 化 防 止 の 目 標 

町民・事業者・行政の行動 
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（４） 健康で安全なくらし 

私たちの生活には、きれいな水と空気、食べ物

は、欠かすことができません。健康に暮らしてい

くためには、健全な環境に囲まれて暮らすことが

必要不可欠です。 

おおいなる田舎池田町では、一見、水質汚濁や

大気汚染、土壌汚染といった、直接人の健康に害

を与える問題は発生していないかのように思われ

ます。確かに、大きな問題となるような汚染や事

故などは今のところ目立って発生していません

が、現状のまま放置した場合には、環境に対して

悪影響を与える恐れのある課題もいくつか存在し

ています。 

ここでは、その中から「水」と「空気」に関す

る課題について、今以上に環境を悪化させず、よ

り良い環境を創造するための指針を示します。 

また、「食」についても、私たちの健康と切り離すことのできな

い重要な課題です。健康な農産物は健康な土から育ち、健康な身体

は健康な農産物を食べてつくられます。私たちは農産物を食べるこ

とで、間接的に「土」という地域の環境を食べていることになりま

す。したがって、地域の環境が悪くなれば私たちの体が悪くなるの

は当然なことです。 

地産地消とは「地場生産・地場消費」の略で、文字どおり、その

土地で採れたものをその土地で消費するということであり、消費者

にとってみれば、新鮮で安く、そして、地域の顔見知りの農家が作

ったものであれば、農産物に対する安心感も高まるというメリット

もあります。 

流通時には、農産物の輸送に使うエネルギーの消費も抑えられ、

地球温暖化防止に寄与することにも繋がる｢地産地消｣について、地

域の中で定着させていくための指針を示します。 
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○川や池の水が汚れてしまった主な原因 

市街地を流れる川では、生活排水や工場からの排水が流れ込む

量が増え、自然の浄化作用だけではきれいにしきれなくなってし

まい、ドブのにおいのする汚れた川になってしまいました。 

農村部では、家畜糞尿や畑にまかれた肥料・農薬が地下に浸透

したり、生活排水が川に流れ込んでいます。 

○水をきれいに 

池田町では、汚れてしまった川や池を、元のきれいな状態に戻すため、次の施策によって水質の向

上を図っています。 

◆家畜糞尿対策 

家畜のし尿が河川や地下水に流出・浸出しないよう、堆肥舎を整備し、堆肥化の促進を図っています。 

◆公共下水道 

市街地の川をきれいにするため、公共下水道の整備に早期から着手し、河川の水質改善に取り組ん

でいます。 

◆合併処理浄化槽 

農村部から排出される生活排水をきれいな状態で川へ流すため、合併処理浄化槽設置補助事業に取

り組んでいます。 

◆施肥や農薬散布量のコントロール 

畑からの汚濁物質流入を抑えるため、肥料や農薬をまく量を適切にコントロールするようにしています。 

◆家畜糞尿対策 

家畜糞尿は、従来農産物や飼料作物の生産に有効に利用されていましたが、近年では、畜産農家の

規模拡大や高齢化に伴い、有効利用が難しくなり、不適切な保管状態の家畜糞尿が流出・地下浸透し、

河川や地下水の水質汚染を招く一因となっています。畜産割合の低い池田町でも家畜糞尿が原因と思

われる河川や地下水の水質悪化が少なからず発生していました。 

このような現状を受け、有機質資源を有効利用するという観点から、平成 16 年 10 月末までに管

理基準を満たす家畜糞尿の処理施設の整備が法令によって義務付けられました。この処理施設整備が

義務付けられた町内の農家個数は、平成 27 年 3 月現在で 94 戸あり、すべての農家で管理基準を満

たす堆肥舎の整備が完了しています。 

今後も、適切な管理と堆肥化について、各農家の実情に合わせた整備を行い、河川や地下水の水質

汚濁防止に取り組んでいきます。 

 

 

池田町の市街地には清見二線川が流れ、利別川に注ぎ込んでいます。また、オシタップ川や十弗川

などの小河川も利別川に合流し、やがて豊頃町で十勝川に合流します。 

子どものころ、これらの川や山でカエルや虫を捕まえたり、魚釣りをして遊んだ経験がある方も大

勢いらっしゃることでしょう。しかし、最近では以前に比べ川も汚れてしまい、これらの生き物たち

を見つけることも少なくなってしまいました。 

１．きれいな水 
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◆下水道 

市街地から出される排水をきれいにしてから利別川へ流すため、また、快適で衛生的な生活環境を

目指して、昭和 50 年度から公共下水道の建設に着手し、昭和 59 年度末に供用開始されました。 

現在では、池田・利別地区とも汚水管の整備がほぼ終わり、公共下水道区域内の人口は平成 26 年

度末で 5,303 人に達しており、水洗化率は 93.6％となっています。 

 

◆合併処理浄化槽 

農村部の家庭から排出される汚水をきれいにするため、また、農村生活においても、快適で衛生的

な生活環境を目指して、平成９年度から合併処理浄化槽の設置に対する補助制度を創設しました。 

平成 26 年度末現在、340 基が設置されており、浄化槽設置率は 49.1％となっています。 

公共下水道の水道管敷設については、市街地の整備がほぼ完了しました。 

水洗化率については、平成 26 年度末現在で池田地区が 93.0％、利別地区が 95.1％となっており、

ほぼすべての建物が下水道に接続しています。今後も、水洗化率の向上に主眼を置き、河川等の水質

改善を図っていきます。 

合併処理浄化槽については、毎年着実に設置戸数が増えており、農村部の河川水質の改善と、「町民

みな下水道」を目指し、事業推進を図っていきます。 
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 町民の行動 事業者の行動 行政（役場）の行動 

市街地周辺水域

の水質改善対策 

・台所などから油や薬品など

を直接下水道に流さない。 

・洗剤の使用量を少なくする

よう努める。 

・公共下水道未接続の建物所

有者は、水洗化に努める。 

・下水道の水処理に対して、

過度の負担となるような汚水

を流さないように努める 

・水洗化率の向上に努める 

農村部の生活排

水対策 

・合併処理浄化槽設置に努め

る 

・合併処理浄化槽の水処理能

力を維持させるため、適切な

維持管理に努める 

 
・合併処理浄化槽設置補助事

業を推進する 

家畜糞尿対策  
・処理施設の設置に努める 

・適切な保管や管理、堆肥化

に努める 

・処理施設の整備を推進する 

・畜産農家へ適切な処理、管

理、堆肥化についての助言や

啓発に努める。 

肥料・農薬対策  
・適切な使用方法の習得・実

践に努める 

・適切な使用について農家へ

の助言や啓発に努める 

 人 

きれいな水の保全目標：各水質汚濁原因に応じた 

水質改善対策の推進 
◆市街地周辺公共用水域の水質改善対策：公共下水道により水質を改善することと

し、下水処理区域内の整備がほぼ終了したことから、今後は水洗化率 100％を目標

とします。 

◆農村部の生活排水対策：農村部における浄化槽設置率は平成 26 年度末で 49.1%

となっており、今後も合併処理浄化槽の設置補助を順次実施し、当面浄化槽設置率

60%を目標とします。 

◆家畜糞尿対策：処理施設整備を進め、家畜糞尿の公共用水域漏出を未然に防ぐよう

努めます。 

◆肥料・農薬対策：健康な大地から健康な農作物を作るという方針に基づき、適切な

量の肥料・農薬使用を実践し、ひいては公共用水域の水質保全に繋がるよう努めます。 

きれいな水の保全目標 

町民・事業者・行政の役割 

◆施肥や農薬散布量のコントロール 

農業の生産効率や生産量を確保するため、肥料や農薬を大量に投入することによって、下流域の水

質や周囲の生態系などの自然環境に、少なからず悪影響を与えることが懸念されています。 

しかし、近年では、堆肥や農薬を大量に入れたからといって必ずしも生産量が増えるということで

はなく、気象条件や作物の生育状況などに応じ、適切に調節した施肥や農薬散布をし、低農薬･有機栽

培の農作物を低コストで生産するための調査･研究が盛んに行われており、実用化されています。 

池田町においても、これらの手法を導入することによって、低農薬或いは無農薬・有機栽培の農作

物生産グループ、消費者や加工業者に対して安全でおいしい農作物としてブランド化・差別化を図っ

ていくよう取り組んでいます。 

これらの取り組みが町内農家に広まっていけば、必然的に畑でまかれる肥料や農薬の量は削減され、

結果的に水環境の保全につながります。 

今後においても、肥沃な土地から良質な農作物を生産し、さらにブランドとして差別化を図るとい

う観点からも、施肥や農薬の量を適切にコントロールし、消費者や環境にやさしい農業の推進に取り

組んでいきます。 

 

～ 3-21～  



 

 

 

 町民の行動 事業者の行動 行政（役場）の行動 

ごみを 

燃やさない 

・家庭用簡易焼却炉やドラム

缶でごみを焼かない 

・法令で例外とされた事由以

外で野焼きを行わない 

・家庭用簡易焼却炉やドラム

缶でごみを焼かない 

・法令で例外とされた事由以

外では野焼きを行わない 

・家庭用簡易焼却炉の撤去を

すすめる 

・ごみの不法焼却防止への啓

発に努める 

きれいな空気の保全目標：簡易焼却炉やドラム缶で

一切ごみを焼かない、野焼きをしない 
ダイオキシン類などの有害物質の発生を抑制するため、また、煙害や悪臭を防止

するために、家庭用焼却炉やドラム缶での焼却、野焼きは行わない。 

きれいな空気の保全目標 

町民・事業者・行政の行動 

～焼却禁止の例外～ 

●震災や風水害、火災、その他の災害の予防や応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却 

●風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却 

●農業や林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却 

●たき火 

 

池田町には、特に大気汚染物質を排出するような工場もなく、自動車の交通量も少ないことから、

すぐに健康へ直接被害を与えるような大気汚染問題は発生しておりません。 

しかし、家庭用簡易焼却炉でごみを燃やしたり野焼きをすることによって、毒性の非常に強いダイ

オキシン類が発生し、風によって周囲に散らばったり、周辺の土壌に蓄積する恐れがあります。また、

「隣の焼却炉から煙が家の中に入ってくる」「においがひどい」といった苦情も寄せられています。 

ダイオキシン類の発生が今日ほど取り上げられる以前、ごみの焼却処理はごみ減量の有効な手段と

して採用され、家庭用焼却炉を購入する場合、町が一部を補助するという制度までありました。しか

し、ダイオキシン類の毒性や生成過程がわかってくると、補助制度は即廃止されました。 

さらに平成１４年１２月からは、ダイオキシン類の発生を抑制するため、一部の例外を除いて、ご

みを家庭用の簡易な焼却炉やドラム缶での焼却、野焼きすることが禁止されました。違反者には、法

令により懲役や罰金の罰則規定があります。 

今後は、庭木の剪定枝などを含む、すべてのごみは自分で燃やして処理することはできなくなりま

したので、家庭から出るごみはすべて指定された日に出していただくことになります。 

また、池田町では、家庭用焼却炉の撤去もすすめております。 

きれいでさわやかな空気の中で生活するためにも、ごみの焼却は止めなければなりません。 

２．きれいな空気 

～ 3-22～  



 

 

地産地消とは「地場生産・地場消費」の略で、文字どおり、その地域で採れたものをその地域で消

費するということです。地産地消は、消費者にとってみれば、新鮮、安心そして安いというメリット

があります。地域の顔見知りの農家が作ったものであれば、農産物に対する安心感が高まり、そのう

え、流通コストがかからない分価格を安く抑えられると同時に、農産物の輸送に使うエネルギー消費

も抑えられ、地球温暖化防止に寄与することにも繋がります。 

健康な農産物は健康な土から育ち、健康な身体は健康な農産物を食べてつくられます。私たちは農

産物を食べることで間接的に土という地域の環境を食べていることになります。したがって、地域の

環境が悪くなれば私たちの体が悪くなるのは当然なことです。 

地産地消 

スローフード 

トレーサビリティ 

食環境を見直す動き 

生産者 消費者 

◆スローフードとは 

 

 スローフードの「スロー」は、だらだらと時間をかけて

食べようということではなく、ふだん漠然と口に運んでい

る食べ物を、一度じっくり見つめ直してみてはどうか、と

いう提案です。そうすることで素材や料理について考えた

り食事を共にする人との会話を楽しめる生活を大切にしま

しょう、という考えです。 

スローフードの具体的な活動として次の3つが挙げられ

ます。 

『消えてゆく恐れのある食材や料理、質のよい食品を守る』 

『質のよい素材を提供する小生産者を守る』 

『子どもたちを含め、消費者に味の教育を進める』 

生活の効率化、合理化がされる中、何か大切なものを失

ってきたのではないかと人々が気づきはじめたことが、ス

ローフード運動の広がりにつながっています。 

◆トレーサビリティーとは 

 

 トレーサビリティーは、『農場から食卓まで』の安全な食

品づくりの基準として、アメリカの農務省と食品医薬品局が

打ち出した考え方です。 

トレーサビリティーとは「生産履歴を追跡できるようにす

る」という意味で、日本でも取り組みが始まっています。食

品の安全を確保するために、栽培・飼育から加工、製造、流

通などの過程を明確にしています。 

また、トレーサビリティーは『安心を売る仕組み』として、

スーパーや百貨店でも取り入れる動きが広まっています。ト

レーサビリティーの野菜などを売るコーナーを設けて、誰が

作ったどんな商品なのかといったことなどが表示されてあ

り、さらに詳しい情報が得たい場合は、自宅からインターネ

ットを使ってホームページを見ることで情報が得られます。 

池田町内の農協でも、馬鈴薯や小豆で農薬の散布回数など

栽培基準を定め、契約栽培を行い栽培履歴を公開していま

す。 

3．健康な大地から 
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 町民の行動 事業者の行動 行政（役場）の行動 

地産地消の推進 

・地場商品を利用し、

地域の食文化を大切

にするよう心掛ける 

・栽培履歴を作成し、公開するよう努める 

・地場産品を直売する場を設け、消費者と

交流する機会を設けるように努める 

・商店は地物コーナーを設置するなど地場

産品の流通に努める 

・生産者と消費者の交流する

場を設けるよう努める 

・安心・安全な農作物の育成

方法の助言や啓発に努める 

「地産」はただ農産物を作っていればいいということにはなりません。健康な農産物をつくり、地

域の環境を良くする作り方をしないと「地消」を裏切ることになってしまうので、生産者の責任は重

大です。 

 

地域の環境に影響をあたえるのは農業だけでありません。ものの使い方、捨て方、つまり生活の在

り方が環境に大きく影響します。これは生産者も消費者も共通の問題です。ですから、「生産」と「消

費」の両方で、今までのやり方でいいのかどうかを生産者と消費者が相談しながらやっていくのが地

産地消ということになります。  

食 の 健 康 目 標 

食の健康目標：地産地消の推進 
安心・安全に食べられる『健康な食』を確保し、また、地域の環境や産業

に消費者の目を向けられるような施策として、『地産地消』が地域の中に浸

透するよう努める。 

町民・事業者・行政の行動 

～ 3-24～  



 

 

第４章 

 

資 料 編 



目次 
前文 

第１章 総則（第１条—第８条） 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策（第９

条—第２０条） 

第３章 地球環境保全の推進（第２１条・第２２条） 

第４章 池田町環境審議会（第２３条—第２７条） 

第５章 補則（第２８条） 

附則 

 

 

 

前文 
 

 私たちの先人は、十勝川と利別川にはぐくまれた大地に

居を構え、鍬を入れ、土を耕し、池田町を築いてきました。

そして厳しい自然条件とたたかいながらも、大自然に対す

る畏敬の念を忘れることなく、豊かな自然を守り育ててき

ました。 

 しかし今、私たちの生活は、生産性の向上と利便性の追

求により物質的に豊かになりましたが、資源やエネルギー

の大量消費による地球温暖化、生活及び事業廃水による公

共水域の水質悪化等、私たちが生活するための基盤となる

環境は悪化を続け、それは地域的なものから地球規模にま

で及んでいます。 

私たちの暮らしを守り支えてくれている環境は無限に

あるものではなく、その環境が主として私たちの日常生活

や事業活動によって脅かされていることを自覚する必要

があります。 

私たちは良好で快適な環境の中で健康で文化的な生活

を営みたいと願うものであり、美しい自然や豊かな環境を

守り育て、次の世代に引き継いでいかなければなりません。 

そのためには、環境への負荷を与えている私たちの生活

様式のあり方を見直すとともに、地球規模での環境の保全

及び創造に向けて、地域から行動をおこす必要があります。 

池田町で暮らす人々が良好な環境の恵みを享受し、町、

町民、事業者が協力し合い、環境への負荷の少ない資源循

環型社会の実現と、人と自然が共生できる豊かな環境を保

全し創造するため、ここに池田町環境基本条例を制定しま

す。 

 

 

 

第１章 総則 
 

（目的） 

第 1 条 この条例は、環境の保全及び創造に関する施策

の基本となる理念を定め、町、町民及び事業者の責務

を明らかにし、人と自然との共生を図りながら現在及

び将来の町民が健康で文化的な生活を営む上で必要と

する良好な環境を確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）環境への負荷  人の活動により環境に加えら

れる影響であって、環境の保全上の支障の原因と

なるおそれのあるものをいう。 

（２）地球環境保全  人の活動による地球の温暖化、

オゾン層の破壊、海洋汚染、野生生物の種の減少等

の地球全体又はその広範な環境に負荷を与える事

態の進行を防ぐとともにその回復を図り、人類の健

康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

（３）公害  環境の保全上の支障のうち、事業活動そ

の他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動等によ

って、人の健康又は生活環境に被害が生ずることを

いう。 

 

（環境の恵みの享受と継承義務） 

第 3 条 町民は、環境に関する情報を知り、施策の策定

と実施に参加し協力することで、健康で文化的な生活を

享受する権利を有するとともに、次の世代に良好で快適

な環境を継承していかなければならない。 

 

（基本理念） 

第 4 条 環境の保全及び創造は、町民が健康で文化的な

生活を営む上で欠くことができないものであり、健全で

豊かな環境を守り育て、次の世代に継承していかなけれ

ばならない。 

２ 人と自然との共生を基本とした環境への負荷の少な

い持続的発展が可能な社会を、町はもとより町民及び事

業者の自主的かつ積極的な取り組みによって実現させ

なければならない。 

３ 地域の環境が地球全体の環境に深く関わっており、地

域の日常生活及び事業活動の中で地球環境保全を自ら

の問題としてとらえ取り組まなければならない。 

 

（町の責務） 

第 5 条 町は、環境の保全及び創造に関する基本的かつ

総合的な施策を策定し、計画的に実施する責務を有する。 

２ 町は、前項に定めるもののほか、環境の保全及び創造

に関する施策を策定し、実施するにあたっては、環境へ

の負荷が低減されるよう十分配慮しなければならない。 

 

（町民の責務） 

第 6 条 町民は、環境の保全上の支障を防止するため、

その日常生活に伴う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、町が実施する環境

の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

 

（事業者の責務） 

第 7 条 事業者は、公害の防止、資源の循環的利用等の

事業活動を行うにあたっては、環境への負荷の低減に努

めるとともに、自然環境を適正に保全するため、必要な

措置を講ずる責務を有する。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、町が実施する環

境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有す

る。 

 

（施策実施の公表） 

第 8 条 町長は、町民に環境の保全及び創造に関する施

策の実施状況等を明らかにし、公表するものとする。 

 

 

 

（平成１5 年 12 月 25 日池田町条例第 36 号） 
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第２章 環境の保全及び創造に関する基本的 
    施策 
 

（施策の基本方針） 

第 9 条 町は、町民が健康で文化的な生活を営む上で欠

くことのできない環境を次の世代に継承していくため、

次に掲げる基本方針に基づき、環境の保全と創造に関す

る取り組みを総合的かつ計画的に推進しなければなら

ない。 

（１）資源循環型社会を目指し、持続発展可能な社会づ

くりを進めること。 

（２）町民が日常生活においても豊かな環境を享受でき

るよう、居住地域と近接する地域における緑化及び

緑地の保全に取り組むこと。 

（３）地球環境保全に取り組むこと。 

（４）町民の健康で快適な生活を確保するため、水、大

気及び大地が良好な状態に保全されるよう取り組

むこと。 

 

（環境基本計画の策定） 

第１０条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造

に関する基本的な計画（以下｢環境基本計画｣という。）

を策定しなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について策定するも

のとする。 

（１）環境の保全及び創造に関する長期的な目標 

（２）環境の保全及び創造に関する基本的施策の方向 

（３）前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

３ 町長は、環境基本計画を策定するにあたっては、町民

の意見を反映することができるよう必要な措置を講ず

るとともに、池田町環境審議会の意見を聞かなければな

らない。 

４ 町長は、環境基本計画を策定したときは、すみやかに

これを公表しなければならない。 

５ 前３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１１条 町は、公害の原因となる行為及び自然環境の適

正な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ものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、町は、人の健康又は生活環

境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な規

制、指導、助言及びその他の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

 

（経済的措置） 

第１２条 町は、町民及び事業者が行う環境への負荷の低

減並びに環境の保全及び創造に資する措置を助長する

ため、必要があると認めたときは適正な経済的助成その

他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 町は、町民及び事業者が自ら環境への負荷の低減に努

めるよう、町民及び事業者に適正かつ公平な経済的な負

担を求めることができるものとする。 

 

 

（環境の保全に関する公共的施設等） 

第１３条  町は、下水道、廃棄物の処理施設等の環境の保

全に資する公共的施設の整備を図るため、必要な措置を

講ずるものとする。 

２ 町は、公園及び緑地その他の公共的施設の整備並びに

健全な利用に必要な措置を講ずるものとする。 

３ 町は自然環境の適正な整備及び健全な利用を推進す

るために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（廃棄物処理の適正化等） 

第１４条  町は、環境への負荷の低減を図るため、町民及

び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及び

エネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を

講ずるものとする。 

２ 町は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の処理

の適正化を推進するとともに、町の施設の建設及び維持

管理その他の事業の実施にあたっては、廃棄物の減量、

資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努め

るものとする。 

３ 町は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用が促

進されるよう努めるものとする。 

 

（環境学習の推進） 

第１５条 町は、環境の保全及び創造に関する学習の推進

並びに広報活動の充実により、町民及び事業者が環境の

保全及び創造について理解を深めるとともに、これらの

者の環境の保全及び創造に関する活動を行なう意欲が

増進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 前項の場合において、町は、特に児童及び生徒の環境

学習を積極的に推進するため、必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

（グループの自発的な活動の促進） 

第１６条 町は、町民、事業者又は町民及び事業者の組織

する民間の団体が自発的に行う緑化活動、再生資源に係

る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動

が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（事業者との協定の締結） 

第１７条 町長は、事業活動に伴う環境の保全上の支障を

防止するため特に必要があるときは、事業者との間で環

境への負荷の低減に関する協定を締結するものとする。 

 

（財政上の措置） 

第１８条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進

するため、財政上の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

（推進体制の整備） 

第１９条 町は、町の機関相互の緊密な連携及び施策の整

備を図り、環境の保全及び創造に関する  

 施策を推進するため、体制の整備、職員の研修その他の

必要な措置を講ずるものとする。 

 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第２０条 町は、環境の保全及び創造を図るために広域的

な取り組みを必要とする施策について、国、北海道及び

他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものと

する。 
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第３章 地球環境保全の推進 
 

（地球環境保全のための行動の促進） 

第２１条 町は、地球の温暖化の防止等の地球環境保全に

資する施策を積極的に推進するものとする。 

 

（地球環境保全に関する国際協力の推進） 

第２２条 町は、国、北海道及び他の地方公共団体と連携

し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるもの

とする。 

 

 

 

第４章 池田町環境審議会 
 

（設置） 

第２３条 環境行政の総合的かつ基本的事項を調査審議

するため、池田町環境審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査

審議するものとする。 

（１）環境の保全及び創造に関する基本的事項 

（２）公害の防止に関する基本的事項 

（３）廃棄物に関する基本的事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、環境行政に関する事

項 

３ 審議会は、前項に定める事項に関し、町長に答申する

とともに、必要があると認めるときは、町長に意見を述

べることができる。 

 

（組織等） 

第２４条 審議会は、委員６名以内をもって組織する。 

２ 審議会の委員は、町民、事業者及び学識経験を有する

者の中から町長が任命する。 

３ 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、委員が

欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

４ 審議会の委員の再任は妨げない。 

 

（会長及び副会長） 

第２５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 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２６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開く

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、会長の決するところによる。 

 

(専門委員) 

第２７条 環境に関する専門の事項を調査する必要があ

るときは、審議会に専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、専門事項に関し、学識経験を有する者の

中から町長が任命する。 

３ 専門委員は、議事の審議には加わらないものとする。 

４ 専門委員は、専門事項に関する調査が終了したときは

解任されるものとする。 

 

 

 

第５章 補則 
 

（委任） 

第２８条 この条例の施行について必要な事項は、町長が

別に定める。 

 

 

 

附則 
この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

～ 4-3～  



 

期  日 内   容 

平成 13 年 1１月１３日 環境セミナー（講師：北海道環境アドバイザー 中村恵子） 

     １１月２０日 環境座談会～環境について町長と語ろう～ 

平成 14 年 ６月 環境意識アンケート実施（広報いけだ 6 月号） 

      ８月 23 日 第 1 回環境懇談会 

     １０月 17 日 環境懇談会環境勉強会（講師：北海道環境アドバイザー 神山桂一氏） 

     １０月 28 日 第 2 回環境懇談会 

平成１５年 3 月１９日 第 3 回環境懇談会 

      ６月 ４日 第 4 回環境懇談会 

      ６月 池田町環境基本計画素案発表・意見募集（広報いけだ 6 月号） 

     １２月 2５日 池田町環境基本条例公布 

平成 16 年 ４月 １日 池田町環境基本条例施行 

      ９月 １日 第 1 回環境審議会 

     １０月２２日 第２回環境審議会 

     １１月１２日 第３回環境審議会 

     １１月 池田町環境基本計画策定 

平成２８年 ３月 池田町環境基本計画見直し 

 

 

  

 

 

●池田町環境懇談会             ●池田町環境審議会 （あいうえお順） 
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大槻　利美男 会長

小　林　政　明

澤　村　禮　子

竜　川　正　之

平　井　昌　行

福　村　豊

氏　名 備　考

新　井　菊　江

岩　波　偉　恭

岡田　竜太郎

神谷　かつえ

久　野　正

栗城　富美雄 座　長

丸　山　健

山　岸　時　子

氏　名 備　考



 

 

アイドリングストップ 

 

･････ 荷物の積み降ろしや休憩中等に、エンジンの不必要なアイドリングを自

粛することをいいます。二酸化炭素排出の削減や大気汚染防止、燃料の節

約を推進することを目的として、環境庁(現在の環境省）が 1996 年か

ら提唱しています。 

 

 

池田の森 ･････ NPO 法人「トカプチの森」が整備・管理している森林です。天然林と

共に様々な樹種が見本林として植林され、人と自然がふれ合えるよう散策

コースも整備されています。 

 

 

エコドライブ ･････  環境に配慮した自動車の運転方法です。運転時に、無駄なアイドリング

をしない、急ハンドルを切らない、空吹かしをしない、無理な追い越しを

しない、スムーズに加速・ 減速するなど、燃料消費の少ない運転を心が

けることや、燃費のよい自動車の選択、相乗りの習慣など、省エネルギー

と排気ガス減少に役立つ運転のことをいいます。  

 このような運転方法を行うことで燃料の消費を節約することができ、二

酸化炭素や大気汚染物質の排出を低減できるほか、経済的というメリット

もあります。 

 

 

オゾン層の破壊 ･････ 地表 10～50 ㎞の成層圏には、オゾンが高濃度で分布するオゾン層が

存在しています。オゾン層は、太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を

吸収しており、私たち生物を守ってくれています。しかし、近年フロン等

の物質によりオゾン層が破壊され、地上に到達する有害紫外線の量が増加

し、人の健康や生態系などに悪影響が生じる恐れがあるとされています。 

 

 

 

 

 

合併処理浄化槽 ･････ し尿と併せて、台所や風呂などからの生活雑排水を一緒に処理する浄化

槽をいいます。下水道と同等の処理効率を持っており、し尿だけを処理す

る単独処理浄化槽に比べ、環境への BOD 負荷の排出は、約 1/8 に抑え

られます。生活雑排水を未処理で放流する単独処理浄化槽に代わって、下

水道の整備等と並んで、合併処理浄化槽の普及が求められています。 

 

 

環境学習 ･････ かつての産業型公害がある程度改善されてきたにもかかわらず、現在の

生活型公害や地球環境問題が顕在化してきた原因は、大量消費型となって

しまった私たちの生活様式による面も大きいのです。この問題の解決に

は、従来の規制行政に加え、私たち一人ひとりが環境に配慮した生活や行

動を心がけることが必要であり、そのための人間と環境との関わりについ

ての学習の推進が重要となっています。 

 

 

環境自治体会議 ･････  地球環境問題の解決に向けて重要な役割を担うのは基礎自治体である

という自覚に基づいて、市民、事業者、研究者、行政関係機関など環境問

題に興味のある人々のネットワークづくりや、取り組みから得たデータや

経験を共有し合うなど、個別自治体の地域資源を生かした環境政策の策定

と実践に取り組むことを目的に、1992 年に設立されました。 

 また、同年 5 月には、「第１回環境自治体会議 in 北海道池田町」が開催

さました。 

 

 

あ 行  

か 行  
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環境ホルモン 

（外因性内分泌攪乱物質） 

･････ 化学物質のうち、体内に取り込まれると女性ホルモン等に似た作用を

し、その生物あるいはその子孫の生殖機能に深刻な障害を与えるおそれの

ある物質をいいます。環境中に放出され、まるでホルモンのように作用す

るので環境ホルモンと呼ばれており、ホルモンに似た働きだけでなく、逆

にホルモンの働きを阻害するものもあります。 

食器等に使われるポリカーボネート樹脂の原料であるビスフェノール

A や、プラスチックの可塑剤として用いられるフタル酸エステル類、その

他 PCB、ダイオキシン類、有機塩素系殺虫剤など 100 種類以上の物質が

環境ホルモンとして疑われています。 

  

 

グリーン購入 ･････ 商品やサービスを購入する際に、価格や機能、品質だけでなく、「環境」

の視点を重視して、環境への負荷が出来るだけ少ないものを優先的に購入

することをいい、不要なものを購入しないことも含まれます。 

1996 年 4 月には、グリーン購入に率先して取り組む企業、行政機関、

民間団体等による「グリーン購入ネットワーク」が設立され、必要な情報

の収集、提供、ガイドライン作り、意識啓発などが行われています。 

また、省資源・廃棄物削減等の環境を考えて買い物をする人のことを「グ

リーンコンシューマー」ということもあります。 

 

 

下水道汚泥 ･････  本編「3-5 ページ」参照 

 

 

コンポスト ･････  生ゴミ、落葉など様々な有機物を原料に微生物の働きで発酵、分解して

できた堆肥をいいます。 

また、これらのものを堆肥化することをコンポスト化といいます。 

 

 

サーマルリサイクル ･････ 廃棄物の焼却廃熱をエネルギー源として利用するリサイクルのことを

いい、ごみの焼却施設での廃熱を利用した温水プール、発電施設などの例

があります。廃棄物を材料として再利用するマテリアルリサイクルと対置

され、環境負荷やコストなどの面からマテリアルリサイクルが困難な場合

に選択されます。 

 

 

砂漠化 ･････ 乾燥地域または半乾燥地域での砂漠環境の拡大などをいいます。 

このような砂漠環境の拡大の原因としては、気候変化（ひどい干ばつな

ど）、人間活動の影響（作物の過剰栽培、家畜の過放牧または水資源の枯

渇など）、または植物群と野生動物の間の微妙なバランスのくずれなどが

考えられます。 

 

 

酸性雨 ･････ 石炭や石油等の化石燃料などの燃焼に伴って発生する硫黄酸化物や窒

素酸化物は、大気中へ放出されて雲に取り込まれ、複雑な化学反応を繰り

返した後、最終的に硫酸イオン、硝酸イオン等に変化します。このイオン

を含んだ強い酸性の雨や霧、雪を酸性雨といいます。  

湖沼や森林などの生態系に影響を与えるほか、建物や文化財に被害を与

えることも問題となっています。 

 

 

水洗化率 ･････  処理区域内人口（下水道が使えるようになった地域に住んでいる人口）

のうち、水洗化を完了している人口の割合を％であらわしたものです。 
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水源涵養 ･････ 森林の土壌が雨水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を

和らげたり、川の流量を安定させたりする機能をいいます。 

また、雨水が森林の土壌を通過することにより、水質が浄化されます。 

 

 

生態系 ･････ 生物圏を構成する森林、農耕地、草原、湖や海洋のように、お互いに他

と区別できるまとまりをいい、特定の地域の生物と、それを取り囲む非生

物的な環境を総合してとらえた概念をいいます。 

生物の構成要素は、生産者、消費者、分解者に、また非生物的な環境の

構成要素は、大気、水、土壌、光などに分けられます。 

生態系の中では、無機物→有機物→無機物という物質代謝が行われ、そ

れに従ってエネルギーや物質が循環しています。 

人間による自然の開発は、この自然の平衡をくずし、別の生態系へと変

質させてしまいます。 

 

 

生物の多様性 ･････ ある地域にどれほどの種類の生物または生物の構成する系が存在する

かを指すものをいい、生態系、種、遺伝子等のレベルでとらえられます。 

野生生物は、地球の自然を構成する重要な要素であり、その絶滅や減少

は自然環境に多大な影響を及ぼし、自然界のバランスを失わせてしまいま

す。人工的に創り出すことのできない、かけがえのない動植物の絶滅を回

避し、生物多様性を保全することは、人類自身のためにも極めて重要なこ

とです。 

野生生物種の減少の主な原因は、人類の活動であり、国際自然保護連合

によれば、現在 5000 種以上の生物が絶滅の危機にさらされています。 

 

 

ダイオキシン類 ･････ きわめて有毒な物質で、奇形性・発癌性がありベトナム戦争で枯れ葉剤 

に大量に使用されたことがあります。人間への影響は、主に大気中に排出

されたダイオキシン類が植物や 土壌に沈降・沈着し、種々の生体による

食物連鎖を経て脂質中に蓄積していき、蓄積濃度があるレベルになると発

癌等の異常となります。 

人が意図的に生成するものではなく、塩素の入ったものを焼却する過程

などで生じる化学物質で、過去には塩素系農薬を造る際に不純物として生

成されました。 

 

 

大気汚染 ･････ 代表的な汚染物質としては、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素など

があげられます。日本では、1960 年ごろから四日市市や倉敷市でコンビ

ナートからの硫黄酸化物による大気汚染が問題となりました。現在は、大

気汚染防止法によって排出規制がなされています。最近では東京都や埼玉

県・千葉県・神奈川県がディーゼル車の排出ガス規制を導入し、大気汚染

を阻止する積極的な取り組みが進められています。 

 

 

地球温暖化 ･････ 本編「3-15 ページ」参照 

 

 

土壌汚染 ･････ 工場からの排出物や農薬の散布などにより、土壌にカドミウム・銅など

の重金属やポリ塩化ビフェニールなどの化学物質が蓄積し、その結果、人

畜の健康被害や農作物の生育阻害をもたらすことをいいます。 

 

 

た 行  

～ 4-7～  



 

 

 

 

 

 

 

熱帯林の減少 ･････ 熱帯林は、木材の重要な供給源であると同時に、野生生物の生息地とし

て、また、地球の温暖化の主な原因とされている二酸化炭素を吸収したり

蓄えたりする重要な役割を果たしています。 

しかし、大規模な焼き畑農業や商業用の伐採によって、毎年日本の国土

の約４割の面積に匹敵する約 1540ha もの熱帯林が減少していると推測

されています。熱帯林の減少により、大量の生物種の絶滅や生態系の破壊、

地球温暖化への影響などが心配されています。 

 

 

BOD 

（生物化学的酸素消費量） 

･････ 水質汚濁の重要な指標の１つです。溶存酸素のもとで、水中の分解可能

な有機物質が生物化学的に酸化される際に要する酸素量をいい、単位は

mg/l（ミリグラムパーリットル）で表されます。 

 

 

100 年の森構想 ･････ 池田町では、開町 100 年を機にこの一世紀で開発により失われた緑を

取り戻そうと「１００年の森」構想を作成しました。この計画は町民の方々

により作成され、積極的に緑を守り育て町全体を緑で囲み、今後１００年

かけてこの一世紀で失われた緑を再生しようという計画です。 

 

 

マテリアルリサイクル ･････ プラスチックからプラスチック、紙から紙など、材料としてそのまま利

用したり、化学的に物質を変化させて再生利用したりすることによるリサ

イクルをいいます。生ごみからの土壌改良材や堆肥などの製造、プラスチ

ックからの油の生成などがあります。 

 

 

リオサミット ･････ 1992 年ブラジルのリオ・デジャネイロで開かれた地球サミットで、国

際社会は、持続可能な開発を可能にするための比類なき地球規模の行動計

画、「アジェンダ 21」を採択しました。 

 

 

リサイクル ･････ 資源の有効利用と廃棄物の減量のために、不用となったものをそのま

ま、又は加工するなど手を加え、再度活用することをいいます。リサイク

ルの効用としては、資源やエネルギーの節約、ごみの減量化による環境保

全、ごみ処理費の節約などがあります。 

 

 

レッドデータブック ･････ 絶滅のおそれのある野生動植物の種をリストアップしその現状をまと

めた報告書です。名称は、IUCN が初めて発行したものの表紙に赤い紙が

使われていたことからこの名前がつきました。 

我が国では、動物については 1991 年に環境庁（現在の環境省）から

「日本の絶滅のおそれのある野生生物」が、植物については 1989 年に

（財）日本自然保護協会・（財）世界自然保護基金日本委員会から「我が

国における保護上重要な植物種の現状」が作成されています。 

北海道でも、「北海道の希少野生生物 北海道レッドデータブック

2001」を作成し、2001 年３月に発行しています。 
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