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1 1 根戸城跡や船戸周辺の樹林地で
交流拠点づくりを行う

根戸城跡や船戸周辺の樹林地の
保全及び整備

公園緑地課 歴史公園としての整備
　(公園緑地課) 歴史公園の整備（公園緑地課） -

2 1 根戸城跡や船戸周辺の樹林地で
交流拠点づくりを行う

根戸城跡や船戸周辺の樹林地の
保全及び整備

公園緑地課 手賀沼沿い斜面林保全条例の保全特別樹林
契約の拡大
　(公園緑地課)

手賀沼沿い斜面林維持管理（公園
緑地課）

95.38

3 1 根戸城跡や船戸周辺の樹林地で
交流拠点づくりを行う

里山の維持管理 手賀沼課・農
政課・公園緑
地課

市民のトラスト活動との連携強化
　(手賀沼課・公園緑地課・農政課) 歴史公園の整備（公園緑地課） -

4 1 根戸城跡や船戸周辺の樹林地で
交流拠点づくりを行う

里山の維持管理 公園緑地課 みどりのボランティア制度の拡充
　(公園緑地課)

みどりのボランティアの充実（公園緑
地課）

90.48

5 1 根戸城跡や船戸周辺の樹林地で
交流拠点づくりを行う

農村環境の保全及び活用 農政課 手賀沼農舞台を見直し、農業者の意向を汲
み、新たに手賀沼沿い農地活用計画を策定
し係る施策・事業群を推進する
　(農政課)

手賀沼沿い農地の保全活用と農業
者支援（農政課）

83.6

6 1 根戸城跡や船戸周辺の樹林地で
交流拠点づくりを行う

食と文化の交流拠点の整備 農政課 安全安心な農産物の栽培等と情報の受発信
機能を持つ「農業拠点施設」の整備に係る
計画を立地も含め別に策定する
　(農政課)

農業拠点施設整備事業（農政課） 100

7 1 根戸城跡や船戸周辺の樹林地で
交流拠点づくりを行う

食と文化の交流拠点の整備 農政課 景観作物、農産物直売所を取り組む農業者
を支援する
　(農政課)

手賀沼沿い農地の保全活用と農業
者支援（農政課）

83.6

8 1 ≪つながり≫づくり
根戸船戸の森～手賀沼公園

手賀沼散策道の整備 公園緑地課 手賀沼公園～北柏ふれあい公園の手賀沼遊
歩道の整備
　(公園緑地課)

手賀沼遊歩道の再整備（公園緑地
課）

-

9 1 ≪つながり≫づくり
根戸船戸の森～手賀沼公園

手賀沼散策道の整備 道路課 桜並木の街路樹の管理の充実
　(道路課) 街路樹の維持管理事業（道路課） 100

10 1 ≪つながり≫づくり
根戸船戸の森～手賀沼公園

根戸～白山地区のネットワーク
づくり

道路課 散策道の整備
　(道路課) 散策路の整備(手賀沼文化拠点）

（道路課）
-

11 1 ≪つながり≫づくり
根戸船戸の森～手賀沼公園

根戸～白山地区のネットワーク
づくり

市民活動支援
課

散策ガイド活動への支援
　(市民活動支援課) 市民活動ステーションの管理（市民

活動支援課） 104.04

12 1 手賀沼公園で魅力ある親水空間
づくりを行う

手賀沼公園の適正な維持管理 公園緑地課 手賀沼公園の適正な維持管理
（公園緑地課） 公園維持管理事務（公園緑地課） 98.68

13 1 手賀沼公園で魅力ある親水空間
づくりを行う

手賀沼及び環境情報提供の提供 生涯学習課 生涯学習センターでの環境学習情報の提供
　(生涯学習課) 出前講座の運営（生涯学習課） 134

14 1 手賀沼公園で魅力ある親水空間
づくりを行う

手賀沼及び環境情報提供の提供 手賀沼課 ホームページ・広報等を活用し、手賀沼情
報の提供
　　(手賀沼課)

手賀沼情報の提供（手賀沼課） 100
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15 1 手賀沼公園で魅力ある親水空間
づくりを行う

手賀沼及び環境情報提供の提供 手賀沼課 環境学習支援のためボランティアコーディ
ネーター及びボランティアの育成と協働事
業の実施
　(手賀沼課)

環境レンジャーへの支援（手賀沼
課）

82

16 1 ≪つながり≫づくり
手賀沼公園～高野山・高野山新
田地区

白山～高野山地区のネットワー
クづくり

文化・スポー
ツ課

文化財施設等の市民参加による運営・活用
　(文化・スポーツ課) 旧村川別荘など文化財施設の管

理・活用（文化・スポーツ課）
100

17 1 手賀沼関係施設のネットワーク
化を進め、環境学習の拠点づく
りを行う

手賀沼及び人と鳥が共存するま
ちづくりに向けた環境学習情報
ネットワークづくり

鳥の博物館 鳥の博物館友の会や館外調査員制度による
市民ボランティアと協働した講演会・講座
及び調査の実施
　(鳥の博物館)

友の会・市民スタッフの活動支援
（鳥の博物館）

95.16

18 1 手賀沼関係施設のネットワーク
化を進め、環境学習の拠点づく
りを行う

手賀沼及び人と鳥が共存するま
ちづくりでの環境学習情報ネッ
トワークづくり

手賀沼課 千葉県立手賀沼親水広場の環境学習事業と
連携した環境学習の実施
　(手賀沼課) 環境学習の推進（手賀沼課） 76.67

19 1 高野山新田で自然に親しむ拠点
をつくる

高野山新田及び岡発戸新田地区
の農地の保全活用の推進

農政課 れんげ米など水田耕作の持続的な営農への
支援
　(農政課)

手賀沼沿い農地の保全活用と農業
者支援（農政課）

83.6

20 1 高野山新田で自然に親しむ拠点
をつくる

高野山新田及び岡発戸新田地区
の農地の保全活用の推進

農政課 新たに開設する農家開設型体験農園につい
て補助金要綱により支援する
　(農政課)

農家開設型ふれあい農園事業（農
政課）

68.93

21 1 高野山新田で自然に親しむ拠点
をつくる

高野山新田及び岡発戸新田地区
の農地の保全活用の推進

農政課 ゲートスポットの維持管理
　(農政課) 手賀沼沿い農地の保全活用と農業

者支援（農政課）
83.6

22 1 高野山新田で自然に親しむ拠点
をつくる

高野山新田及び岡発戸新田地区
の農地の保全活用の推進

農政課 農業生産法人等を活用した農業者の協同事
業化の支援
　(農政課)

市民農園維持管理事業（農政課） 70

23 1 高野山新田で自然に親しむ拠点
をつくる

高野山新田地区での手賀沼の原
風景の復活

公園緑地課 手賀沼沿い斜面林保全条例の保全特別樹林
契約の推進
　(公園緑地課)

手賀沼沿い斜面林維持管理（公園
緑地課）

95.38

24 1 高野山新田で自然に親しむ拠点
をつくる

高野山新田地区での手賀沼の原
風景の復活

公園緑地課・
手賀沼課

市民とともに湧き水とトンボ、ホタルなど
の復活活動の推進
　(公園緑地課・手賀沼課)

公園管理(樹木・草刈)（公園緑地
課）

100

25 1 ≪つながり≫づくり
高野山・高野山新田～手賀沼ビ
オトープ

水辺・湿地・水田・斜面林と異
なる自然環境が続くエコトーン
の保全・再生

公園緑地課 手賀沼沿い斜面林保全条例の保全樹林や保
全屋敷林指定の推進
　(公園緑地課)

手賀沼沿い斜面林維持管理（公園
緑地課）

95.38

26 1 ≪つながり≫づくり
高野山・高野山新田～手賀沼ビ
オトープ

水辺・湿地・水田・斜面林と異
なる自然環境が続くエコトーン
の保全・再生

農政課 現計画を見直し農業者の意向を汲み新たに
手賀沼沿い農地活用計画を策定し係る施
策・事業群を推進する
　(農政課)

手賀沼沿い農地の保全活用と農業
者支援（農政課）

83.6

27 1 水辺・水田・樹林地を結んだ
広々とした生物生息空間づくり
を行う

岡発戸市民の森から続く樹林地
での生物生息空間の保全

公園緑地課 手賀沼沿い斜面林保全条例の保全特別樹林
契約の推進
　(公園緑地課)

手賀沼沿い斜面林維持管理（公園
緑地課）

95.38

28 1 水辺・水田・樹林地を結んだ
広々とした生物生息空間づくり
を行う

岡発戸市民の森から続く樹林地
での生物生息空間の保全

手賀沼課 一本松等の樹林地での生物生息調査の実施
　(手賀沼課) 自然環境の保全再生に向けた維持

管理事業（手賀沼課）
100
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29 1 ≪つながりづくり≫
手賀沼ビオトープ～手賀沼
フィッシングセンター

野鳥のサンクチュアリとしての
ヨシ原の復元

手賀沼課 大規模なヨシ原の復元の調査研究
（手賀沼課）

谷津の自然環境保全に向けた用地
交渉及び協定締結業務（手賀沼
課）

-

30 1 自然観察や農体験ができる農村
の復元で、谷津ミュージアムの
整備を行う

谷津ミュージアム事業の推進 手賀沼課 市民、農業者と協働で自然環境調査の実施
と通信、図鑑などのＰＲ事業の推進
（手賀沼課）

谷津ミュージアムの会の運営（手賀
沼課）

98

31 1 自然観察や農体験ができる農村
の復元で、谷津ミュージアムの
整備を行う

谷津ミュージアム事業の推進 手賀沼課 谷津ミュージアムの会など市民活動団体へ
の支援
　(手賀沼課)

谷津ミュージアムの会の運営（手賀
沼課）

98

32 1 自然観察や農体験ができる農村
の復元で、谷津ミュージアムの
整備を行う

谷津ミュージアム事業の推進 手賀沼課・農
政課

ハケの道などの農道整備、雑木林づくり、
休耕田の復田など市民と農業者と市との協
働事業の推進
　(手賀沼課・農政課)

谷津ミュージアムの会の運営（手賀
沼課）

98

33 1 自然観察や農体験ができる農村
の復元で、谷津ミュージアムの
整備を行う

谷津ミュージアム事業の推進 手賀沼課 谷津での自然環境にやさしい農業への支援
事業の推進
　（手賀沼課）

谷津田の保全・再生事業（手賀沼
課）

98.72

34 1 自然観察や農体験ができる農村
の復元で、谷津ミュージアムの
整備を行う

谷津ミュージアム事業の推進 手賀沼課 環境、交流拠点整備事業の推進
　(手賀沼課) たんぼ広場の整備（手賀沼課） 90

35 1 自然観察や農体験ができる農村
の復元で、谷津ミュージアムの
整備を行う

谷津ミュージアム事業の推進 治水課 下ヶ戸１号幹線排水路及び湖北集水路の調
査及び維持管理
　(治水課）

排水施設草刈業務（治水課） 100

36 1 ≪つながりづくり≫
岡発戸・都部の谷津～古利根沼

水と緑の回廊づくり 手賀沼課・農
政課

北側斜面林下のハケの道の整備
　（農政課・手賀沼課） 谷津ミュージアムの会の運営（手賀

沼課）
98

37 1 水と生き物のふれあいのため、
古利根沼で森と水の自然空間の
整備を行う

古利根沼周辺保全基本計画の推
進

公園緑地課 自然観察の森ゾーンの整備
（公園緑地課） みどりのボランティアの充実（公園緑

地課）
90.48

38 1 水と生き物のふれあいのため、
古利根沼で森と水の自然空間の
整備を行う

古利根沼周辺保全基本計画の推
進

公園緑地課 環境保全ゾーン、水辺のふれあいゾーンの
整備
　（公園緑地課）

古利根沼周辺の保全と整備（公園
緑地課）

96.5

39 1 水と生き物のふれあいのため、
古利根沼で森と水の自然空間の
整備を行う

古利根沼周辺保全基本計画の推
進

公園緑地課 散策の道の整備
　（公園緑地課） 古利根沼周辺の保全と整備（公園

緑地課）
96.5

40 1 水と生き物のふれあいのため、
古利根沼で森と水の自然空間の
整備を行う

市民参加による環境保全活動の
推進

公園緑地課 みどりのボランティアの拡充
　（公園緑地課） みどりのボランティアの充実（公園緑

地課）
90.48

41 1 自然を感じながら憩え、スポー
ツのできる拠点として活用する

利根川ゆうゆう公園のスポー
ツ・レクリエーションの拠点と
しての活用

公園緑地課 利根川ゆうゆう公園の維持管理
　(公園緑地課) 該当なし

42 1 自然を感じながら憩え、スポー
ツのできる拠点として活用する

利根川ゆうゆう公園のスポー
ツ・レクリエーションの拠点と
しての活用

文化・スポー
ツ課・公園緑
地課

利根川ゆうゆう公園スポーツゾーンの維持
管理・整備
　（文化・スポーツ課・公園緑地課）

体育施設の改修（文化・スポーツ
課）

100
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43 1 自然を感じながら憩え、スポー
ツのできる拠点として活用する

利根川ゆうゆう公園での生物多
様性に配慮した維持管理の推進

公園緑地課 利根川ゆうゆう公園の自然観察ゾーンでの
流れの草地ビオトープやふれあい水辺の整
備による維持管理
　（公園緑地課）

該当なし

44 1 自然を感じながら憩え、スポー
ツのできる拠点として活用する

利根川ゆうゆう公園での生物多
様性に配慮した維持管理の推進

公園緑地課 利根川ゆうゆう公園の自然観察ゾーンでの
３つのビオトープの整備による生物多様性
を支える河川敷の生態復元の推進
　（公園緑地課）

該当なし

45 1 北新田の広大な自然の魅力を引
き出す

北新田地区自然環境調査の実施 鳥の博物館 鳥の博物館、山階鳥類研究所等の専門家と
市民の協働による自然環境調査の実施
　（鳥の博物館） 鳥類生息状況調査（鳥の博物館） 100

46 1 北新田の広大な自然の魅力を引
き出す

北新田地区自然環境調査の実施 鳥の博物館・
生涯学習課・
手賀沼課

自然観察会の開催
（鳥の博物館・生涯学習課・手賀沼課）

鳥類生息状況調査（鳥の博物館） 100

47 1 北新田の広大な自然の魅力を引
き出す

自然観察ルートづくり 農政課 自然護岸の水路の維持管理
　（農政課） 農業用排水施設維持管理（農政

課）
100

48 1 北新田の広大な自然の魅力を引
き出す

自然観察ルートづくり 農政課 農家開設型体験農園の拡充
　(農政課) 農家開設型ふれあい農園事業（農

政課）
68.93

49 1 手賀沼干拓地で自然の力強さや
農業が育む生き物を感じる広が
りをつくる

手賀沼干拓地での自然環境調査
の実施

手賀沼課・鳥
の博物館

生物の専門家、市民の協働による農家から
の聞き取り調査や自然環境調査の実施
　(手賀沼課・鳥の博物館) 鳥類生息状況調査（鳥の博物館） 100

50 1 手賀沼干拓地で自然の力強さや
農業が育む生き物を感じる広が
りをつくる

手賀沼干拓地での自然環境調査
の実施

手賀沼課・生
涯学習課・鳥
の博物館

自然観察会の開催
（鳥の博物館・生涯学習課・手賀沼課） ・てがたん

・あびこ自然観察隊
　　（鳥の博物館）
環境レンジャー活動への支援
　　（手賀沼課）

93.8

51 1 手賀沼干拓地で自然の力強さや
農業が育む生き物を感じる広が
りをつくる

持続性の高い農業の推進 農政課 持続性の高い農法の研究と推進
　(農政課) 有機栽培等農業者支援事業（農

政課）
105.4

52 1 手賀沼干拓地で自然の力強さや
農業が育む生き物を感じる広が
りをつくる

持続性の高い農業の推進 農政課 新たな付加価値米、ブランド米の開発と普
及
　(農政課)

有機栽培等農業者支援事業（農
政課）

105.4

53 1 手賀沼干拓地で自然の力強さや
農業が育む生き物を感じる広が
りをつくる

多様な生物生息空間づくり 農政課 自然散策の道の整備
（農政課） 農道整備（農政課） 100

54 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

地産地消の都市農業の確立 農政課 農産物のＰＲを図る
　(農政課) あびこ型「地産地消」推進協議会の

充実（農政課）
98
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55 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

地産地消の都市農業の確立 農政課 農産物直売所整備を支援
　(農政課) 農業拠点施設整備事業（農政課） 100

56 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

環境保全型農業の推進 農政課 有機栽培等農家支援あびこエコの育成
　(農政課) 有機栽培等農業者支援事業（農

政課）
105.4

57 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

環境保全型農業の推進 農政課 環境保全型農業の担い手育成
　(農政課) 有機栽培等農業者支援事業（農

政課）
105.4

58 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

環境保全型農業の推進 農政課 有機、無農薬又は減農薬栽培農家のネット
ワークづくり
　(農政課)

有機栽培等農業者支援事業（農
政課）

105.4

59 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

環境保全型農業の推進 農政課 有機、無農薬又は減農薬による付加価値の
ある稲作の拡大と販売システムの研究
　(農政課)

有機栽培等農業者支援事業（農
政課）

105.4

60 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

都市住民と農業の交流の機会と
場づくり

農政課 農業塾、援農ボランティアなど都市住民が
農業へ参加するための農業研修の支援
　(農政課)

あびこ型「地産地消」推進協議会の
充実（農政課）

98

61 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

都市住民と農業の交流の機会と
場づくり

農政課 市民農園などのふれあい体験農園の提供
　(農政課) 市民農園維持管理事業（農政課） 70

62 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

都市住民と農業の交流の機会と
場づくり

農政課 農家開設型体験農園の拡充
(農政課)

農家開設型ふれあい農園事業（農
政課）

68.93

63 1 地産地消の都市農業を確立し、
環境保全型農業を推進する

都市住民と農業の交流の機会と
場づくり

農政課 観光農園の支援の拡充
　(農政課)

手賀沼沿い農地の保全活用と農業
者支援（農政課）

83.6

64 1 環境を活かし新たな観光や環境
学習事業を展開する

環境を活かした活力づくり 農政課 農産物加工品の製造販売を支援する
　(農政課) 6次産業化推進事業（農政課） 100

65 1 環境を活かし新たな観光や環境
学習事業を展開する

環境を活かした活力づくり 農政課 農産物の特産品づくりの推進
　(農政課) 6次産業化推進事業（農政課） 100

66 1 環境を活かし新たな観光や環境
学習事業を展開する

環境を活かした活力づくり 農政課 根戸の森を中心とした農と森と人との交流
拠点づくりでの食と文化の拠点の整備
　(農政課) 農業拠点施設整備事業（農政課） 100

67 1 環境を活かし新たな観光や環境
学習事業を展開する

環境を活かした活力づくり 商業観光課 我孫子インフォメーションセンターの運営
（商業観光課） 我孫子インフォメーションセンター運

営事業（商業観光課）
115.16

68 1 環境を活かし新たな観光や環境
学習事業を展開する

環境学習事業の展開 市民活動支援
課

環境学習や農業体験など、環境と文化を活
かしたコミュニティビジネスの支援
　(市民活動支援課)

市民活動ステーションの管理（市民
活動支援課）

104.04

69 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

市街地内外でのビオトープづく
り

手賀沼課・公
園緑地課・鳥
の博物館

市民と連携した自然環境調査の実施
　（手賀沼課・公園緑地課・鳥の博物館）

鳥類生息状況調査（鳥の博物館） 100

5



　環境基本計画実行計画第Ⅲ期　進行管理表素案
連番

章 施　策　の　目　標 施　策　展　開　の　方　向　性 担当課
第　　　　　Ⅲ　　　　　期
2012年度(平成24年度)～
2015年度(平成27年度)

Ｈ２６第二次基本計画
個別事業名（担当課名）

実績値（％）

70 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

市街地内外でのビオトープづく
り

公園緑地課・
指導課・手賀
沼課

公園、公共施設、学校などでのビオトープ
づくり基本方針の推進
（公園緑地課・指導課・手賀沼課）

自然環境の保全再生に向けた維持
管理事業（手賀沼課）
冬水田んぼモデル事業（手賀沼課）

96.65

71 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

市街地内外でのビオトープづく
り

公園緑地課 利根川ゆうゆう公園の自然観察ゾーンでの
３つのビオトープの管理
　(公園緑地課)

該当なし

72 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

生物に配慮した住宅地づくり 公園緑地課 緑のリーダーの活動の支援
　（公園緑地課） みどりのボランティアの充実（公園緑

地課）
90.48

73 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

生物に配慮した住宅地づくり 公園緑地課 公園、緑地、樹林地などで鳥が集まる木、
実のなる木、雑木林、景観木、郷土樹種な
ど多様な緑化の推進
　(公園緑地課)

緑化協議（公園緑地課） 45

74 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

生物に配慮した住宅地づくり 公園緑地課 社寺林・屋敷林の保全策の推進
　（公園緑地課） 手賀沼沿い斜面林維持管理（公園

緑地課）
95.38

75 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

生物に配慮した住宅地づくり 道路課 鳥が集まる木、実のなる木、郷土樹種など
による街路樹の拡充
　(道路課)

街路樹の維持管理事業（道路課） 100

76 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

生物に配慮した住宅地づくり 公園緑地課 民間の駐車場や施設の道路沿いの緑化の誘
導の推進
　(公園緑地課)

緑化協議（公園緑地課） 45

77 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

生物に配慮した住宅地づくり 道路課 市民による街路樹、緑地帯の保全・管理の
活動の支援
　（道路課）

道路環境美化の活動支援（アダプト
プログラム）（道路課）

100

78 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

生物に配慮した住宅地づくり 公園緑地課 市民によるミニ雑木林づくり活動への支援
　（公園緑地課） みどりのボランティアの充実（公園緑

地課）
90.48

79 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

市街地内の農地の活用 農政課 市街地の農地での農家開設型体験農園の開
設支援
　（農政課）

農家開設型ふれあい農園事業（農
政課）

68.93

80 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

市街地内の農地の活用 農政課 農産物直売システムづくりの推進
　（農政課）

農業拠点施設整備事業（農政課） 100

81 2 全市的に生物生息空間と移動空
間のネットワークの網の目を張
り巡らす

市街地内の農地の活用 公園緑地課 生産緑地指定解除後の活用策の検討
　（公園緑地課） 生産緑地事務（公園緑地課） -

82 2 台地の上から水循環の回復に挑
戦する

雨水の地下浸透の推進 治水課 住宅地での浸透桝など雨水浸透施設設置の
指導
　(治水課)

水浸透施設の普及促進事業（治水
課）

13
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83 2 台地の上から水循環の回復に挑
戦する

雨水の地下浸透の推進 治水課 開発行為などに対する雨水の地下浸透施設
設置の指導
　（治水課）

開発等への雨水流出抑制指導（治
水課）

74

84 2 台地の上から水循環の回復に挑
戦する

市民との協働による湧き水ワー
キングの展開

手賀沼課 湧き水マップの策定検討
　（手賀沼課） 手賀沼水環境保全協議会（手水

協）事業の推進　（手賀沼課）
110.53

85 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

我孫子を取り囲む斜面林を保
全・再生する

公園緑地課 手賀沼沿い斜面林保全条例の適用の指定拡
充
　(公園緑地課)

手賀沼沿い斜面林維持管理（公園
緑地課）

95.38

86 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

我孫子を取り囲む斜面林を保
全・再生する

公園緑地課 緑地保全条例の指定拡充
　(公園緑地課) 手賀沼沿い斜面林維持管理（公園

緑地課）
95.38

87 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

我孫子を取り囲む斜面林を保
全・再生する

公園緑地課 斜面林への都市公園、都市緑地、市民緑地
などによる保全の推進
　(公園緑地課)

みどりのボランティアの充実（公園緑
地課）

90.48

88 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

緑の基本計画の推進 公園緑地課 地区ごとでの保全施策の推進
　(公園緑地課) 緑の基本計画の見直し（公園緑地

課）
100

89 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

緑の基本計画の推進 公園緑地課 緑の基本計画に基づく都市公園、都市緑
地、市民緑地などの拡充
　(公園緑地課)

緑の基本計画の見直し（公園緑地
課）

100

90 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

緑の基本計画の推進 公園緑地課 緑地保全条例の指定拡充
　(公園緑地課) 手賀沼沿い斜面林維持管理（公園

緑地課）
95.38

91 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

雑木林の保全・再生 公園緑地課 みどりのボランティアの拡充
（公園緑地課） みどりのボランティアの充実（公園緑

地課）
90.48

92 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

雑木林の保全・再生 農政課・手賀
沼課

下草等による堆肥づくりの推進
　（手賀沼課・農政課） 自然環境の保全再生に向けた維持

管理事業（手賀沼課）
100

93 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

緑豊かなまちなみづくり 公園緑地課・
都市計画課

庭木・生垣推奨モデルによるまちなみづく
りの推進
（公園緑地課・都市計画課）

緑化協議（公園緑地課） 45

94 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

緑豊かなまちなみづくり 公園緑地課 沿道を演出するガーデニングの推進
　(公園緑地課) 緑の講習会（公園緑地課） 98.89

95 2 限られた緑の保全と復活でつな
がりをつける

緑豊かなまちなみづくり 公園緑地課・
都市計画課

緑地協定・地区計画等の法的制度の適用地
区の拡充
　(都市計画課・公園緑地課) 緑化協議　(公園緑地課) 45

96 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥が安心してくらせる環境づく
り

鳥の博物館 多くの野鳥を復活させるための調査・研究
の推進
　(鳥の博物館) 鳥類生息状況調査（鳥の博物館） 100

97 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥が安心してくらせる環境づく
り

農政課・手賀
沼課

手賀沼沿いや谷津ミュージアムでの湿地の
復活やビオトープの整備
　（手賀沼課・農政課）

自然環境の保全再生に向けた維持
管理事業（手賀沼課）

100

7
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98 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥が安心してくらせる環境づく
り

公園緑地課 利根川ゆうゆう公園の自然観察ゾーンでの
３つのビオトープの管理
　(公園緑地課)

該当なし

99 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥のさえずりを楽しめる市街地
の環境づくり＝生物に配慮した
住宅地づくり

公園緑地課 緑のリーダーの活動の支援
（公園緑地課） みどりのボランティアの充実（公園緑

地課）
90.48

100 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥のさえずりを楽しめる市街地
の環境づくり＝生物に配慮した
住宅地づくり

公園緑地課 公園、緑地、樹林地などで鳥が集まる木、
実のなる木、雑木林、景観木、郷土樹種な
ど多様な緑化の推進
　(公園緑地課)

緑化協議（公園緑地課） 45

101 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥のさえずりを楽しめる市街地
の環境づくり＝生物に配慮した
住宅地づくり

公園緑地課 社寺林・屋敷林の保全策の推進
（公園緑地課） 手賀沼沿い斜面林維持管理（公園

緑地課）
95.38

102 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥のさえずりを楽しめる市街地
の環境づくり＝生物に配慮した
住宅地づくり

道路課 鳥が集まる木、実のなる木、郷土樹種など
による街路樹の拡充
　(道路課)

街路樹の維持管理事業（道路課） 100

103 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥のさえずりを楽しめる市街地
の環境づくり＝生物に配慮した
住宅地づくり

公園緑地課 民間の駐車場や施設の道路沿いの緑化の誘
導の推進
　(公園緑地課)

緑化協議（公園緑地課） 45

104 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥のさえずりを楽しめる市街地
の環境づくり＝生物に配慮した
住宅地づくり

公園緑地課・
指導課・手賀
沼課

公園、公共施設、学校などでのビオトープ
づくり基本方針の推進
（公園緑地課・指導課・手賀沼課）

・自然環境の保全再生に向けた維
持管理事業（手賀沼課）
・冬水田んぼモデル事業（手賀沼
課）

96.7

105 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥をテーマとして市民の参加と
交流を進める

鳥の博物館・
指導課

総合学習での鳥の博物館や山階鳥類研究
所・我孫子野鳥を守る会などとの連携の強
化
（指導課・鳥の博物館）

室内啓発イベント
あびこ自然観察藍
　（鳥の博物館）

92

106 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥をテーマとして市民の参加と
交流を進める

鳥の博物館・
生涯学習課

鳥の博物館・山階鳥類研究所・我孫子野鳥
を守る会などと連携した生涯学習の推進
　(生涯学習課・鳥の博物館)

・室内啓発イベント
・てがたん
・あびこ自然観察隊
　（鳥の博物館）

99.8

107 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥をテーマとして市民の参加と
交流を進める

鳥の博物館 鳥の博物館友の会や館外調査員制度による
市民ボランティアと協働した講演会・講座
及び調査の実施
　(鳥の博物館)

友の会・市民スタッフの活動支援
（鳥の博物館）

95.16

108 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥をテーマとして市民の参加と
交流を進める

鳥の博物館 鳥の博物館体験学習室を活用した生涯学習
や市民の相互交流の支援
　(鳥の博物館)

友の会・市民スタッフの活動支援
（鳥の博物館）

95.16

109 2 人と鳥が共存するまちづくり 鳥をテーマとして市民の参加と
交流を進める

手賀沼課・鳥
の博物館

ジャパン・バードフェスティバルの拡充
（手賀沼課・鳥の博物館）

ジャパンバードフェスティバル
　（鳥の博物館）
ジャパンバードフェスティバルの開催
　　（手賀沼課）

104.9
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110 2 あびこ一周ハケの道づくり ハケの道周辺の歴史的・文化的
遺産、自然環境ポイントや眺望
ポイントを含めたあびこ一周ハ
ケの道づくり

道路課・手賀
沼課

ハケの道での眺望ポイントの整備
　(手賀沼課・道路課) 散策路の整備(手賀沼文化拠点）

道路課）
-

111 3 これまでの水質浄化対策を継続
しつつ、更なる浄化対策を進め
る

多様な主体による手賀沼浄化の
推進

手賀沼課 第６期手賀沼に係る湖沼水質保全計画の推
進のための関係機関や市民団体との連携の
強化
　(手賀沼課)

手賀沼水環境保全協議会（手水
協）事業の推進（手賀沼課）

110.53

112 3 これまでの水質浄化対策を継続
しつつ、更なる浄化対策を進め
る

多様な主体による手賀沼浄化の
推進

手賀沼課 市民団体との連携による手賀沼の浄化・啓
発事業の推進
　(手賀沼課)

エンジョイ手賀沼（手賀沼課） 125

113 3 これまでの水質浄化対策を継続
しつつ、更なる浄化対策を進め
る

手賀沼に流れ込む汚濁物質の削
減

下水道課 手賀沼流域での下水道の整備率の向上
　(下水道課) 流域下水道建設負担金の調整協

議（下水道課）
100

114 3 これまでの水質浄化対策を継続
しつつ、更なる浄化対策を進め
る

手賀沼に流れ込む汚濁物質の削
減

クリーンセン
ター

既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽
への切替の促進のための助成制度の運用
　(クリーンセンター)

高度処理型合併浄化槽設置整備
補助事業（クリーンセンター）

86.11

115 3 これまでの水質浄化対策を継続
しつつ、更なる浄化対策を進め
る

手賀沼に流れ込む汚濁物質の削
減

手賀沼課 手賀沼に流れ込む自然系からの汚濁物質削
減に向けて対策の推進
　(手賀沼課)

手賀沼水環境保全協議会（手水
協）事業の推進（手賀沼課）

110.53

116 これまでの水質浄化対策を継続
しつつ、更なる浄化対策を進め
る

手賀沼に流れ込む汚濁物質の削
減

手賀沼課 公共水域の水質の監視
（手賀沼課） 手賀沼及び主要排水路の底質と水

質監視（手賀沼課）
114.29

117 3 水循環の回復に向けた周辺の自
然の保全

手賀沼の水循環回復をめざした
取組みの推進

手賀沼課・
農政課

手賀沼にやさしい水田耕作の普及
　(手賀沼課・農政課) 手賀沼水環境保全協議会（手水

協）事業の推進（手賀沼課）
110.53

118 3 手賀沼本来の生物の多様性を保
全する

手賀沼の自然環境・生態系の保
全

手賀沼課 手賀沼沿い環境軸及び南北をつなぐ環境軸
づくりの推進
　（手賀沼課）

自然環境の保全再生に向けた維持
管理事業（手賀沼課）

100

119 3 手賀沼本来の生物の多様性を保
全する

手賀沼の自然環境・生態系の保
全

公園緑地課 手賀沼沿い斜面林保全条例の適用の指定拡
充
　(公園緑地課)

手賀沼沿い斜面林維持管理（公園
緑地課）

95.38

120 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

手賀沼課 ジャパン・バードフェスティバルの拡充
（手賀沼課） ジャパンバードフェスティバルの開催

（手賀沼課）
106.38

121 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

手賀沼課 手賀沼での環境学習の参加
　（手賀沼課） 環境学習の推進（手賀沼課） 76.67

122 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

公園緑地課 公園、緑地、樹林地などで鳥が集まる木、
実のなる木、雑木林、景観木、郷土樹種な
ど多様な緑化の推進
　(公園緑地課)

地区緑化・緑化推進（公園緑地
課）

102.86

123 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

公園緑地課 社寺林・屋敷林の保全策の推進
（公園緑地課）

手賀沼沿い斜面林維持管理（公園
緑地課）

95.38
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124 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

道路課 鳥が集まる木、実のなる木、郷土樹種など
による街路樹の拡充
　(道路課)

街路樹の維持管理事業（道路課） 100

125 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

手賀沼課 手賀沼に流れ込む自然系からの汚濁物質削
減に向けて対策の推進
　(手賀沼課)

手賀沼水環境保全協議会（手水
協）事業の推進（手賀沼課）

110.53

126 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

手賀沼課 手賀沼流域フォーラムの支援
　（手賀沼課） 手賀沼流域フォーラムの開催（手賀

沼課）
84.62

127 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

手賀沼課 市民活動団体主体で開催されるエンジョイ
手賀沼の支援
　(手賀沼課)

エンジョイ手賀沼（手賀沼課） 125

128 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

生涯学習課 生涯学習センターでの環境学習情報提供
　(生涯学習課) 出前講座の運営（生涯学習課） 134

129 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

手賀沼課 環境学習支援のためボランティアコーディ
ネーター及びボランティアの育成と協働事
業の実施
　(手賀沼課)

環境学習の推進（手賀沼課）
環境レンジャーの支援（手賀沼課）

79.4

130 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

鳥の博物館 鳥の博物館友の会や館外調査員制度による
市民ボランティアと協働した講演会・講座
及び調査の実施
　(鳥の博物館)

室内啓発イベント
あびこ自然観察隊
鳥類生息状況調査（鳥の博物館）

94.7

131 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

手賀沼課 千葉県立手賀沼親水広場の環境学習事業と
連携した情報提供システムの拡充
　(手賀沼課)

手賀沼流域フォーラムの開催（手賀
沼課）

84.62

132 3 手賀沼とふれあい、手賀沼に学
ぶ

手賀沼の魅力を活かしたソフト
事業の推進

鳥の博物館・
指導課

農業体験、植物栽培体験、水辺や鳥などの
自然観察などの環境学習の充実
　(指導課・鳥の博物館)

・てがたん
・室内啓発イベント
（鳥の博物館）

107.8

133 3 手賀沼での生業（なりわい）を
支え、手賀沼を活かす

手賀沼沿いの農地の保全活用の
推進

農政課 現計画を見直し、農業者の意向を汲み新た
に手賀沼沿い農地活用計画を策定し、施
策・事業群を推進する
　(農政課)

手賀沼沿い農地の保全活用と農業
者支援（農政課）

83.6

134 3 手賀沼での生業（なりわい）を
支え、手賀沼を活かす

手賀沼沿いの農地の保全活用の
推進

農政課 手賀沼の漁業及び水産加工業の支援
　(農政課) 淡水魚かい類種苗放流事業への支

援（農政課）
-

135 3 手賀沼での生業（なりわい）を
支え、手賀沼を活かす

印西市・柏市との連携 企画課・手賀
沼課

手賀沼・手賀川活用推進協議会において手
賀沼・手賀川やその周辺の資源を活かした
施策の検討
（企画課）

手賀沼・手賀川活用推進協議会
（企画課）

90
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136 3 くらしを工夫して、地球温暖化
対策や省エネに取り組む

二酸化炭素の排出の低減の取組
み

交通課・成田
線沿線活性化
推進室

自動車交通から公共交通機関・自転車・徒
歩への積極的な移行を促進するため、公共
交通機関の拡充の要請
 （交通課）

地域公共交通総合連携計画の推
進（交通課）

80

137 4 くらしを工夫して、地球温暖化
対策や省エネに取り組む

二酸化炭素の排出の低減の取組
み

手賀沼課 アイドリングストップ活動の充実
　(手賀沼課) あびこエコ・プロジェクト３の推進（手

賀沼課）
100

138 4 くらしを工夫して、地球温暖化
対策や省エネに取り組む

二酸化炭素の排出の低減の取組
み

手賀沼課 環境保全のための我孫子市率先行動計画＝
我孫子市地球温暖化対策実行計画の推進
　(手賀沼課)

あびこエコ・プロジェクト３の推進（手
賀沼課）

100

139 4 くらしを工夫して、地球温暖化
対策や省エネに取り組む

フロン等の排出の低減の取組み クリーンセン
ター

フロンの回収への指導及び回収状況の情報
の提供の充実
　（クリーンセンター）

施設の運転維持管理事業（クリーン
センター）

100

140 4 くらしを工夫して、地球温暖化
対策や省エネに取り組む

電気・ガス使用量の低減の取組
み

手賀沼課 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
の実施
（手賀沼課）

住宅用太陽光発電支援事業（手
賀沼課）

100

141 4 くらしを工夫して、地球温暖化
対策や省エネに取り組む

電気・ガス使用量の低減の取組
み

公園緑地課 ヒートアイランドの緩和のためにも住宅
地・街路樹・公共施設・駐車場の緑化の推
進
　（公園緑地課）

緑化協議（公園緑地課） 45

142 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

生活雑排水の水質汚濁負荷の低
減の取組み

下水道課 公共下水道の整備の促進
　(下水道課) 健全経営を優先した下水道計画の

確立（下水道課）
99.52

143 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

生活雑排水の水質汚濁負荷の低
減の取組み

下水道課 公共下水道整備区域での下水道接続率の向
上
　(下水道課)

水洗化の普及促進（下水道課） 100.51

144 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

生活雑排水の水質汚濁負荷の低
減の取組み

クリーンセン
ター

既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽
への切替の促進のための助成制度の運用
（クリーンセンター）

高度処理型合併浄化槽設置整備
補助事業（クリーンセンター）

86.11

145 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

生活雑排水の水質汚濁負荷の低
減の取組み

手賀沼課 手賀沼に流れ込む自然系からの汚濁物質削
減に向けて対策の推進
（手賀沼課）

手賀沼水環境保全協議会（手水
協）事業の推進（手賀沼課）

110.53

146 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

生活雑排水の水質汚濁負荷の低
減の取り組み

商業観光課 石けん利用推進のため洗濯講習会学習会、
講演会の開催
　(商業観光課) 石けん利用の推進（商業観光課） 100

147 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

環境美化活動の推進 クリーンセン
ター・市民活
動支援課・商
業観光課

自治会や事業所・商店街等での一斉清掃・
クリーン作戦との連携を強める
（クリーンセンター・市民活動支援課・商
業観光課）

不法投棄防止対策事業（クリーンセ
ンター）

147.39
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148 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

環境美化活動の推進 クリーンセン
ター

道路・公園などでの清掃ボランティアへの
支援
　（クリーンセンター）

不法投棄防止対策事業（クリーンセ
ンター）

147.39

149 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

さわやかな環境づくり条例の推
進

クリーンセン
ター

屋外での空き缶類・吸殻の投げ捨て、釣り
具等の放置防止、ふん害防止キャンペーン
の実施
　（クリーンセンター）

路上喫煙防止対策事業（クリーンセ
ンター）

262.55

150 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

さわやかな環境づくり条例の推
進

クリーンセン
ター

自動販売機での回収容器設置の適正化指導
の実施
　(クリーンセンター)

不法投棄防止対策事業（クリーンセ
ンター）

147.39

151 4 身近なくらしから環境美化と水
質改善に取り組む

さわやかな環境づくり条例の推
進

クリーンセン
ター

環境美化推進制度の充実
（クリーンセンター） 不法投棄防止対策事業（クリーンセ

ンター）
147.39

152 4 くらしを工夫して、新たなライ
フスタイルを創り出す

環境にやさしい住宅づくりの取
組み

建築住宅課 環境共生住宅の普及促進
　　（建築住宅課） 住宅・不動産相談及び住宅情報

提供業務（建築住宅課）
80

153 4 くらしを工夫して、新たなライ
フスタイルを創り出す

環境にやさしい住宅づくりの取
組み

治水課 住宅地での浸透桝など雨水浸透施設設置の
指導
（治水課）

雨水浸透施設の普及促進事業（治
水課）

13

154 4 くらしを工夫して、新たなライ
フスタイルを創り出す

くらしの中へエネルギーの新技
術を取り入れる取組み

手賀沼課 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
の実施
（手賀沼課）

住宅用太陽光発電支援事業（手
賀沼課）

100

155 4 くらしを工夫して、新たなライ
フスタイルを創り出す

環境に配慮した賢い消費行動の
取組み

手賀沼課 環境保全のための我孫子市率先行動計画＝
我孫子市地球温暖化対策実行計画に基づく
グリーン購入の推進
　（手賀沼課）

あびこエコ・プロジェクト３の推進（手
賀沼課）

100

156 4 くらしを工夫して、新たなライ
フスタイルを創り出す

地域資源を活用した交流による
まちづくりの取組み＝環境学習
事業の展開

市民活動支援
課

環境学習や農業体験など環境と文化を活か
したコミュニティビジネスの支援
　(市民活動支援課)

市民活動ステーションの管理（市民
活動支援課）

104.04

157 4 自然に育まれてきた文化や知恵
をくらしに取り入れる

伝統的な技術・知恵・工夫を活
用する取組み

手賀沼課 谷津田等での伝統的水管理技術の伝承がで
きる体験水田のモデル事業の実施
　(手賀沼課)

谷津ミュージアムの会の運営（手賀
沼課）

98

158 4 自然に育まれてきた文化や知恵
をくらしに取り入れる

伝統的な技術・知恵・工夫を活
用する取組み

農政課 環境保全型で伝統的な農業技術講習会など
の開催
　（農政課）

有機栽培等農業者支援事業（農
政課）

105.4

159 4 自然に育まれてきた文化や知恵
をくらしに取り入れる

自然環境、歴史と文化に育まれ
たまちの景観を守り、育てる取
組み

都市計画課 公共事業等景観形成ガイドラインの活用
　（都市計画課） 景観計画区域内行為の景観誘導

(都市計画課)
100

160 4 自然に育まれてきた文化や知恵
をくらしに取り入れる

自然環境、歴史と文化に育まれ
たまちの景観を守り、育てる取
組み

都市計画課 民間建築物等の景観づくりの手引きによる
指導・誘導の拡充
（都市計画課）

景観計画区域内行為の景観誘導
(都市計画課)

100

12
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161 4 自然に育まれてきた文化や知恵
をくらしに取り入れる

自然環境、歴史と文化に育まれ
たまちの景観を守り、育てる取
組み

都市計画課 景観計画区域での規制・誘導の実施
（都市計画課） 景観計画区域内行為の景観誘導

(都市計画課)
100

162 4 自然に育まれてきた文化や知恵
をくらしに取り入れる

自然環境、歴史と文化に育まれ
たまちの景観を守り、育てる取
組み

文化・スポー
ツ課・都市計
画課・公園緑
地課

文化的歴史的資源を活用した散策ルートの
案内や掲示の拡充
　（文化・スポーツ課・都市計画課・公園
緑地課）

文化財説明板・誘導板の整備（文
化・スポーツ課）

100

163 4 自然に育まれてきた文化や知恵
をくらしに取り入れる

歴史的・文化的遺産の調査及び
評価分析を行い、保全・活用を
進める

文化・スポー
ツ課

全市の歴史的・文化的遺産の保存と活用
（文化・スポーツ課） 市史調査研究（文化・スポーツ課） 100

164 4 自然に育まれてきた文化や知恵
をくらしに取り入れる

歴史的・文化的遺産の調査及び
評価分析を行い、保全・活用を
進める

市民活動支援
課・手賀沼課

史跡や自然環境のポイントを案内する市民
活動の支援
　(市民活動支援課・手賀沼課)

市民活動ステーションの管理
　（市民活動支援課）
市民と市民団体等とのマッチング機
会の提供（健康寿命延伸プロジェク
ト）
　　（市民活動支援課）

67.02

165 4 自然に育まれてきた文化や知恵
を
くらしに取り入れる

歴史的・文化的遺産の調査及び
評価分析を行い、保全・活用を
進める

文化・スポー
ツ課・道路
課・都市計画
課

文化財等のルート案内の充実
（文化・スポーツ課・道路課・都市計画
課）

文化財説明板・誘導板の整備（文
化・スポーツ課）

100

166 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取組み、活動を広げる

小中学校での環境学習への取組
み

指導課・手賀
沼課

手賀沼船上学習など手賀沼に関する環境学
習の拡充
　(指導課・手賀沼課)

手賀沼船上学習の実施（手賀沼
課）

74.33

167 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取組み、活動を広げる

小中学校での環境学習への取組
み

公園緑地課・
指導課・学校
教育課

小中学校内外や公園でのビオトープづくり
のため、用地や資器材の確保の支援
（公園緑地課・学校教育課・指導課） 公園許可事務　（公園緑地課） 137

168 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取組み、活動を広げる

小中学校での環境学習への取組
み

手賀沼課・ク
リーンセン
ター・指導課

資源循環型システム、地球温暖化問題石け
んづくりなどの環境学習の拡充　（指導
課・クリーンセンター・手賀沼課）

環境学習の推進（手賀沼課）
76.67

169 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取組み、活動を広げる

小中学校での環境学習への取組
み

指導課・公園
緑地課・手賀
沼課

公園、公共施設、学校などでのビオトープ
づくり基本方針の推進
（公園緑地課・指導課・手賀沼課） 冬水田んぼモデル事業（手賀沼課） 93.33

170 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

市民・事業者の環境学習への積
極的な取組み

手賀沼課・鳥
の博物館・公
園緑地課

市民と連携した自然環境調査の実施
（手賀沼課・公園緑地課・鳥の博物館）

冬水田んぼモデル事業（手賀沼課） 93.33

171 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

市民・事業者の環境学習への積
極的な取組み

手賀沼課 環境レンジャー(環境ボランティアリー
ダー)活動の拡充の支援
　(手賀沼課）

環境レンジャー活動への支援（手賀
沼課）

82
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172 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

市民・事業者の環境学習への積
極的な取組み

手賀沼課 環境レンジャーのネイチャー・イン(自然観
察会）や各地区での自然観察会の拡充
　（手賀沼課）

環境レンジャー活動への支援（手賀
沼課）

82

173 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

市民・事業者の環境学習への積
極的な取組み

手賀沼課 環境関連講演会、学習会の参加
　（手賀沼課） 環境学習の推進（手賀沼課）

76.67

174 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

自然とふれあいができる空間を
整備する

手賀沼課・公
園緑地課・指
導課

公園、公共施設、学校などでのビオトープ
づくり基本方針の推進
（公園緑地課・指導課・手賀沼課） 冬水田んぼモデル事業（手賀沼課） 93.33

175 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

自然とふれあいができる空間を
整備する

公園緑地課 各地区の近隣公園、歴史公園、都市緑地、
市民の森などの拡充による自然観察の森の
整備
（公園緑地課）

市民の森維持管理（公園緑地課） 87.5

176 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

環境に関する情報の提供 手賀沼課 環境関連ホームページの拡充
　（手賀沼課）

手賀沼情報の提供（手賀沼課）
あびこエコ・プロジェクト３の推進（手
賀沼課）

100

177 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

環境に関する情報の提供 生涯学習課 生涯学習センターでの環境学習情報の提供
　(生涯学習課) 出前講座の運営（生涯学習課） 134

178 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

環境に関する情報の提供 商業観光課 石けん利用推進のため洗濯講習会、学習
会、講演会の開催
　(商業観光課)

石けん利用の推進（商業観光課） 100

179 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

環境に関する情報の提供 手賀沼課 環境レンジャー通信「たまっけ」や各種環
境情報提供媒体の拡充
（手賀沼課）

環境レンジャー活動への支援（手賀
沼課）

82

180 4 くらしの中で環境学習に積極的
に取り組み、活動を広げる

生涯学習としての環境学習体系
の確立

生涯学習課・
手賀沼課

生涯学習として階層別や分野別の環境学習
の講座やシンポジウムの開催
　（生涯学習課・手賀沼課） 出前講座の運営（生涯学習課） 134

181 4 環境保全の活動の輪を広げ、つ
なげていく

環境保全活動情報の受発信のし
くみづくり

手賀沼課 市民による環境情報ホームページとの連携
の強化
　（手賀沼課）

手賀沼情報の提供（手賀沼課）
あびこエコ・プロジェクト３の推進（手
賀沼課）

100

182 4 環境保全の活動の輪を広げ、つ
なげていく

環境保全活動の実践 公園緑地課 みどりのボランティア制度を拡充するみど
りのリーダーの育成
（公園緑地課）

みどりのボランティアの充実（公園緑
地課）

90.48

183 4 環境保全の活動の輪を広げ、つ
なげていく

環境保全活動の実践 手賀沼課 環境レンジャー(環境ボランティアリー
ダー)活動の拡充の支援
　(手賀沼課）

環境レンジャー活動への支援（手賀
沼課）

82

184 4 環境保全の活動の輪を広げ、つ
なげていく

環境関連市民活動の連携強化 手賀沼課 環境関連の市民活動の情報交換会・意見交
換会の開催の支援
　（手賀沼課）

自然環境の保全再生に向けた維持
管理事業（手賀沼課）

100
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185 4 環境保全の活動の輪を広げ、つ
なげていく

環境関連市民活動の連携強化 手賀沼課 市民による環境活動の通信紙誌の発行の支
援
　（手賀沼課）

環境レンジャー活動への支援（手賀
沼課）

82

186 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地の緑化の取組み＝生物に
配慮した住宅地づくり

公園緑地課 緑のリーダーの活動の支援
（公園緑地課） みどりのボランティアの充実（公園緑

地課）
90.48

187 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地の緑化の取組み＝生物に
配慮した住宅地づくり

公園緑地課 公園、緑地、樹林地などで鳥が集まる木、
実のなる木、雑木林、景観木、郷土樹種な
ど多様な緑化の推進
　(公園緑地課)

緑化協議（公園緑地課） 45

188 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地の緑化の取組み＝生物に
配慮した住宅地づくり

公園緑地課 社寺林・屋敷林の保全策の推進
（公園緑地課） 手賀沼沿い斜面林維持管理（公園

緑地課）
95.38

189 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地の緑化の取り組み＝生物
に配慮した住宅地づくり

道路課 鳥が集まる木、実のなる木、郷土樹種など
による街路樹の拡充
　(道路課) 街路樹の維持管理事業（道路課） 100

190 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地の緑化の取組み＝生物に
配慮した住宅地づくり

公園緑地課 民間の駐車場や施設の道路沿いの緑化の誘
導の推進
　(公園緑地課) 緑化協議（公園緑地課） 45

191 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地内の自然を豊かにする取
組み

公園緑地課 庭木・生垣推奨モデルまち並みづくりの推
進
（公園緑地課）

緑化協議（公園緑地課） 45

192 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地内の自然を豊かにする取
組み

公園緑地課 沿道を演出するガーデニングの推進
　(公園緑地課) 緑の講習会（公園緑地課） 45

193 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地内の自然を豊かにする取
組み

公園緑地課・
手賀沼課

市民よる花壇づくりや小ビオトープづくり
の支援
　(公園緑地課・手賀沼課)

地区緑化・緑化推進（公園緑地
課）

98.89

194 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地内の自然を豊かにする取
組み

農政課 新たに開設する農家開設型ふれあい体験農
園について、補助金要綱により支援する
　（農政課）

農家開設型ふれあい農園事業（農
政課）

68.93

195 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地内の自然を豊かにする取
組み

農政課 農産物直売システムづくりの推進
（農政課） 農業拠点施設整備事業（農政課） 100

196 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

住宅地内の自然を豊かにする取
組み

公園緑地課 生産緑地指定解除後の活用策の検討
　（公園緑地課） 生産緑地事務（公園緑地課） -

197 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

都市基盤整備手法の積極的な活
用の取組み

都市計画課・
公園緑地課

緑地協定・地区計画等の法的制度の適用地
区の拡充による住宅地緑化の推進
　(都市計画課・公園緑地課) 緑化協議（公園緑地課） 45
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198 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

都市基盤整備手法の積極的な活
用の取組み

公園緑地課 緑の基本計画に基づく都市公園・都市緑
地・市民緑地などの拡充
　(公園緑地課)

緑の基本計画の見直し（公園緑地
課）

100

199 4 自然が感じられる住宅地づくり
を進める

都市基盤整備手法の積極的な活
用の取り組み

施設管理課・
公園緑地課

公共施設の緑化の推進
　(施設管理課・公園緑地課) 地区緑化・緑化推進（公園緑地

課）
102.86

200 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

大気環境の保全の取組み＋騒
音・振動の防止の取組み

手賀沼課 道路の騒音、振動の定期的調査の実施
　（手賀沼課） 道路交通騒音・振動調査（手賀沼

課）
100

201 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

大気環境の保全の取組み＋騒
音・振動の防止の取組み

都市計画課・
交通課

自動車の通過交通量の抑制や交通渋滞の解
消のため、道路体系の整備、道路構造の改
善や交通規制の実施
　(都市計画課・交通課)

地域公共交通総合連携計画の推
進（交通課）
幹線道路網に関する調査・検討
（都市計画課）

90

202 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

大気環境の保全の取組み＋騒
音・振動の防止の取組み

手賀沼課 大気汚染状況の監視及び環境調査の実施
　（手賀沼課） 光化学スモッグ監視・連絡業務（手

賀沼課）
100

203 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

大気環境の保全の取組み＋騒
音・振動の防止の取組み

手賀沼課 騒音・振動に係る特定施設や特定建設作業
の届出での審査指導の実施
　（手賀沼課）

騒音・振動　法令・市条例に基づく
規制業務（手賀沼課）

100

204 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

大気環境の保全の取組み＋騒
音・振動の防止の取組み

手賀沼課 公害苦情処理の実施
（手賀沼課） 公害苦情相談（手賀沼課） 100

205 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

大気環境の保全の取組み＋騒
音・振動の防止の取組み

手賀沼課 市内の環境騒音調査の実施
　（手賀沼課） 環境騒音調査（手賀沼課） 100

206 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

水環境の保全の取組み 手賀沼課 手賀沼、古利根沼、主要排水路等の
定期的な水質調査の実施
　（手賀沼課）

手賀沼及び主要排水路の底質と水
質監視（手賀沼課）

114.29

207 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

水環境の保全の取組み 下水道課 公共下水道の整備の促進
　(下水道課) 健全経営を優先した下水道計画の

確立（下水道課）
99.52

208 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

水環境の保全の取組み 下水道課 公共下水道整備区域での下水道接続率の向
上
　(下水道課)

水洗化の普及促進（下水道課） 100.51

209 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

水環境の保全の取組み クリーンセン
ター

既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽
への切替の促進のための助成制度の確立
（クリーンセンター）

高度処理型合併浄化槽設置整備
補助事業（クリーンセンター）

86.11

210 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

水環境の保全の取組み 手賀沼課 工場・事業所の水質汚濁物質の排出抑制
（手賀沼課） 公害苦情相談（手賀沼課） 100
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211 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

地盤・土壌・地下水の保全の取
組み

手賀沼課 揚水施設における揚水量の適正管理の指導
　（手賀沼課） 県環境保全条例に基づく揚水規制

業務（手賀沼課）
105.88

212 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

地盤・土壌・地下水の保全の取
組み

手賀沼課 地下水汚染対策のための市内全域の井戸水
調査を定期的実施
　（手賀沼課）

トリクロロエチレン等地下水調査（手
賀沼課）

97.78

213 4 良好な生活環境を守り、改善す
る

地盤・土壌・地下水の保全の取
組み

手賀沼課 市内の地下水汚染浄化対策
　（手賀沼課） 地下水汚染浄化対策事業（手賀

沼課）
87.42

214 4 新たな環境問題へ機敏に取り組
む

ダイオキシン類削減対策の積極
的な取組み

クリーンセン
ター

クリーンセンターでのダイオキシン類測定
分析の実施
　（クリーンセンター）

施設の運転維持管理事業（クリーン
センター）

100

215 4 新たな環境問題へ機敏に取り組
む

ダイオキシン類削減対策の積極
的な取組み

クリーンセン
ター・手賀沼
課

焼却炉の使用自粛や野焼き防止の指導体制
の充実
（クリーンセンター・手賀沼課）

不法投棄防止対策事業（クリーンセ
ンター）

147.39

216 4 新たな環境問題へ機敏に取り組
む

ダイオキシン類削減対策の積極
的な取り組み

手賀沼課 ダイオキシン類問題の学習会・講演会など
の開催や情報提供の充実
　（手賀沼課） 環境年報の作成（手賀沼課） 100

217 4 新たな環境問題へ機敏に取り組
む

外因性内分泌攪乱物質(環境ホ
ルモン)への対応方針の確立

手賀沼課 環境ホルモンの学習会・講演会などの開催
や情報提供の充実
　（手賀沼課） 環境年報の作成（手賀沼課） 100

218 4 新たな環境問題へ機敏に取り組
む

新たな環境問題への対応 放射能対策室 市民への的確な情報提供
（放射能対策室） 福島第一原発事故に伴う放射能

汚染問題への対応（放射能対策
室）

100

219 4 新たな環境問題へ機敏に取り組
む

放射能汚染への対応 放射能対策室 放射能のモニタリングの実施及び結果の公
表
（放射能対策室）

福島第一原発事故に伴う放射能
汚染問題への対応（放射能対策
室）

100

220 4 新たな環境問題へ機敏に取り組
む

放射能汚染への対応 放射能対策室 除染実施計画に基づく除染
（放射能対策室）

福島第一原発事故に伴う放射能
汚染問題への対応（放射能対策
室）

100

221 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

市民・事業者のごみ排出量削減
のさらなる取組み

商業観光課・
手賀沼課

リサイクル製品の推奨
　（商業観光課・手賀沼課） 消費生活展の実施（商業観光課） 94.63

222 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

市民・事業者のごみ排出量削減
のさらなる取組み

クリーンセン
ター・商業観
光課

買い物袋持参運動の実施
　（クリーンセンター・商業観光課） ごみ減量・資源化の啓発事業（ク

リーンセンター）
90

17



　環境基本計画実行計画第Ⅲ期　進行管理表素案
連番

章 施　策　の　目　標 施　策　展　開　の　方　向　性 担当課
第　　　　　Ⅲ　　　　　期
2012年度(平成24年度)～
2015年度(平成27年度)

Ｈ２６第二次基本計画
個別事業名（担当課名）

実績値（％）

223 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

市民・事業者のごみ排出量削減
のさらなる取組み

クリーンセン
ター

事業者のエコワーク町会などによるゴミ減
量化や資源化の取り組みの拡充　（クリー
ンセンター）

資源回収・処理・売り払い業務（ク
リーンセンター）

133.33

224 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

資源化の新たな展開の取組み クリーンセン
ター

容器包装リサイクル法・家電リサイクル法
に基づく資源化の拡充
（クリーンセンター）

ごみ減量・資源化の啓発事業（ク
リーンセンター）

90

225 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

資源化の新たな展開の取組み クリーンセン
ター

コンポストや生ごみ処理機の購入助成制度
の拡充
　（クリーンセンター）

生ごみリサイクル補助事業（クリーン
センター）

58.33

226 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

資源化の新たな展開の取組み クリーンセン
ター・公園緑
地課・道路課

公園・街路樹や庭木の落葉・剪定による枝
葉のチップ化など緑の循環の推進
（クリーンセンター・公園緑地課・道路
課）

剪定枝木等のチップ化事業（クリーン
センター）

91.25

227 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

不法投棄・不法処理を防止の取
組み

クリーンセン
ター

廃棄物排出事業者や処理事業者に対する監
視・指導の強化
　（クリーンセンター）

不法投棄防止対策事業（クリーンセ
ンター）

147.39

228 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

不法投棄・不法処理を防止の取
組み

クリーンセン
ター

不法投棄監視員制度の拡充などにより市民
と協力して廃棄物の不法投棄・不法処理の
監視体制の充実
　(クリーンセンター)

不法投棄防止対策事業（クリーンセ
ンター）

147.39

229 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

不法投棄・不法処理を防止の取
組み

クリーンセン
ター

クリーンセンターで受け入れる事業系廃棄
物の中に混入されている産業廃棄物の基準
を明確化し、不法処理の防止対策の拡充
　(クリーンセンター)

不法投棄防止対策事業（クリーンセ
ンター）

147.39

230 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

リサイクルを拡充する取組み クリーンセン
ター・手賀沼
課

市民によるフリーマーケット・ガレージ
セールやリサイクル活動の支援
（クリーンセンター・手賀沼課）

ふれあい工房の運営管理事業（ク
リーンセンター） 86.83

231 4 資源循環型システムづくりに発
生源から取り組む

リサイクルを拡充する取組み クリーンセン
ター

ふれあい工房を核にリサイクルや再利用に
関する情報の受発信のしくみづくりの推進
　(クリーンセンター)

ふれあい工房の運営管理事業（ク
リーンセンター）

86.83

232 4 まちの特性を踏まえた水循環シ
ステムづくりを進める

市民と協働での湧き水ワーキン
グの取組み

手賀沼課 湧き水及び周辺の維持管理の手法検討
（手賀沼課） 手賀沼水環境保全協議会（手水

協）事業の推進（手賀沼課）
110.53

233 4 まちの特性を踏まえた水循環シ
ステムづくりを進める

水循環回復をめざすための基盤
整備の取組み

治水課 開発行為などに対する雨水の地下浸透施設
設置の指導
（治水課）

開発等への雨水流出抑制指導（治
水課）

74

234 4 まちの特性を踏まえた水循環シ
ステムづくりを進める

水循環回復をめざすための基盤
整備の取組み

公園緑地課・
農政課

樹林地や斜面林、農地等の緑地保全の推進
　(公園緑地課・農政課) 保存緑地・保存樹木（公園緑地

課）
99.69
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235 4 まちの特性を踏まえた水循環シ
ステムづくりを進める

節水の取組み 経営課 節水のＰＲの実施
（経営課） 広報活動推進事業（経営課） 100

236 4 まちの特性を踏まえた水循環シ
ステムづくりを進める

水資源を有効に活用する取組み 治水課 雨水を水資源として有効活用可能とする雨
水貯留タンク設置の支援
　（治水課）

雨水貯留タンク設置補助事業（治
水課）

82
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