
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 6 月 

高 森 町 

 

第 2 次 計 画 

未 来 へ つ な ぐ  
～ 豊かな自然や環境にやさしいまち ～ 

第 次高森町環境基本計画 

概 要 版 

 



 

計画の概要 

計画の背景と目的 

高森町では、平成 17年 3月に（第 1次）高森町環境基本計画を策定し、10年間に様々な取り組みを行っ

てきました。この間にも地球温暖化の進行、それに伴う問題の顕在化といった地球規模の問題、福島第一原子

力発電所事故による放射能汚染やエネルギー需給の問題、里山の荒廃、耕作放棄地の増加や有害鳥獣による被

害、外来生物の増加といった問題が大きくなっています。また、平成 39年（2027年）のリニア中央新幹線開

通、少子高齢化の進行、人口減少時代の到来等、町は大きな変革期を迎えています。 

そのような中で、これからの高森町の環境をより良くしていくためには、問題を総合的に捉え町民、事業者、

行政が連携、協力し取り組みを行い、解決していく必要があることから、「第2次高森町環境基本計画（以下、

本計画という）」を策定しました。 

本計画は、高森町環境保全条例の理念を念頭に、「将来の環境像」を実現するために、行政、町民、事業者が

それぞれに取り組むべき手だてを整理し、実行していくことを目的としています。 

 

計画の期間・範囲 

本計画は、第6次総合振興計画「まちづくりプラン」と同時に進行していくことから、計画期間は、平成 27

（2015）年度から平成 33（2021）年度までとしています。また、計画策定から3年が経過する平成 30（2018）

年度に中間見直しを行います。 

計画の対象は、高森町全域としています。 

 

 

将来の環境像と計画の体系

本計画の「将来の環境像」は、以下のとおりに定めます。「将来の環境像」を実現するために、4つの「計画

の柱」を立て、それぞれ「計画の目標」を設定して取り組みをしていきます。 

 

 

 

 

  

環境像の共通認識 

環境（地球）にやさしい生活（省資源・資源循環・省エネルギー・

自然エネルギーに取り組み、環境への負荷が少ない生活スタイル）

で、高森町の豊かな自然や景観を未来へ（子どもたちへ）つないで 

いく、残していこう。 



 

計画の柱と計画の目標 

計画の柱 計画の目標 

Ａ 地球にやさしい暮らしを 

すすめる 

省エネルギーの取り組みを進めると

ともに、太陽光発電やバイオマスなど

地域の資源を活用した再生可能エネル

ギーの利用により、地球温暖化の防止

や資源の節約につなげ、地球への環境

負荷が少ない高森町にします。 

1．再生可能エネルギー利用をすすめる 

太陽光、バイオマス、河川・用水路等、高森町が持っている資源を活用

して、再生可能エネルギーの利用が広がるようにします。 

2．省エネルギーをすすめる 

日常の生活や事業活動での省エネをすすめるともに、積極的に建物や設

備の省エネ化を図れるようにします。 

3．地球温暖化対策をすすめる 

温室効果ガスの排出量を把握し、削減のための対策をすすめることで、

地球温暖化の抑制に貢献できるようにします。 

Ｂ 身近な自然を保全・活用する 

里山や農地を健全な状態で保全、活

用するとともに、多様な生物が生育・生

息できる環境を守ることで、里山、農

地、段丘、天竜川などの河川といった自

然や高森町らしい景観を良好な状態で

次世代に引き継ぐ高森町にします。 

1．里山や農地を保全する 

高森町の財産である里山や農地を健全な状態で次世代に引き継げるよ

うにします。 

2．里山や農地を活用する 

遊休農地の活用、里山の手入れや有害鳥獣による被害の低減を図り、里

山や農地からの恵みを多く受けられるようにします。 

3．生態系を保全する 

自然環境の現況を調査し、貴重な動植物の保護や特定外来生物の駆除等

を行い、生物多様性が確保されるようにします。 

4．高森町らしい景観を育成する 

自然の風景と人の暮らしが織り成す里山、農地・農村、段丘、河川等、

高森町らしい景観を守り、育てるようにします。 

Ｃ 安全で安心なまちをつくる 

「もったいない」の精神を大切にし、

先進的なごみの分別回収やリサイクル

の取組みを充実させ循環型社会の構築

をすすめるとともに、水質、大気や騒音

等の公害のない安全で安心して暮らせ

る高森町にします。 

1．ごみを減らす工夫をする 

大量生産・大量消費・大量廃棄型社会から脱却し、「もったいない」の精

神で、ごみをなるべく出さない生活・事業に取り組むようにします。 

2．リサイクル・分別をすすめる 

先進的なごみの分別回収、リサイクルの取り組みを充実し、町民全体に

浸透させることで、循環型社会の構築に貢献できるようにします。 

3．ごみを適正処理する 

不法投棄や不法な野焼き等を防止するための活動や意識啓発をすすめ、

廃棄物が適正に処理されるようにします。 

4．公害の防止・対策をすすめる 

各家庭や事業者が水質や大気を汚染しないための取り組みを着実に行

うとともに、行政は公害の調査を継続し、問題が発生した場合に迅速な対

応がとれるようにします。 

Ｄ 環境学習を推進する 

環境への関心を高め、実行されるよ

うに、子どもへの環境教育をすすめる

とともに、手本となるべき大人の意識

向上を図り、みんなが環境に関心を持

ち、行動する高森町にします。 

1．子どもの環境教育をすすめる 

家庭、学校や地域で環境への関心を高めるための取り組みをすすめ、次

世代を担う子どもたちが自主的に行動できるようにします。 

2．大人の環境意識を高める 

地域の活動団体や公民館等の活動、啓発活動により、大人の環境意識を

高め、子どもたちの手本となるようにします。 



 

具体的な施策の展開 

具体的な行動の内容として、各主体の手だてを示しています。取り組みの状況は、「具体的な目標（数値目標

等）」により把握します。 

 

計画の柱 A 地球にやさしい暮らしをすすめる 

 

計画の目標 １．再生可能エネルギー利用を進める 

計画の目標 ２．省エネルギーをすすめる 

計画の目標 ３．地球温暖化対策をすすめる 

 

 

  

・太陽光発電、太陽熱利用や薪ストーブ等、再生可能エネルギーを導入します 

・農業用水路を活用した小水力発電を検討します 

・住宅の新築、リフォーム等の際は、省エネルギー住宅へ転換します 

・無駄な電気を使わないよう節電に心がけます 

・雨水利用を行います 

・買い換えの時は消費電力の小さい製品にします 

・環境家計簿等を利用し家庭からの温室効果ガス排出量を把握し、削減の取り組みを推進します 

・自動車を買い替えるときは、エコカーを積極的に検討します 

・「環境にやさしい生活ガイドライン」を活用します 

・公共交通機関や自転車等を活用し、自動車の使用を削減します 

・エコドライブに心がけます 

・再生可能エネルギーを導入します 

・間伐材や果樹の剪定枝を活用するシステムを検討します 

・事業所における省エネルギーを推進します 

・節度ある営業時間について協定を検討します 

・無駄な電気を使わないよう節電に心がけます 

・事業所における温室効果ガス排出量を把握し、削減の取り組みを推進します 

・低燃費・低排出ガスの車両を導入します 

・温室効果ガス削減の技術や事業所での取り組みを積極的に発信します 

・輸送や業務を見直し、車両の効率的な使用をすすめます 

・フロン回収に努めます 

・雨水利用を行います 

・クールビズ、ウォームビズを推進し、冷暖房に使用するエネルギーを削減します 

主な町民主体の

主な町主体の
・公共施設の省エネルギーを推進します 

・再生可能エネルギー（太陽光、小水力、バイオマス等）を研究し、普及をすすめます 

・薪やペレットのストーブを普及させます（町はPRのため公共施設の一部を提供します） 

・省エネルギーについて町民とともに検討したり、勉強会を行います 

・緑の日陰カーテンを普及します 

・地球温暖化対策実行計画（事務事業編、区域施策編）を策定し実施します 

・エコカーの普及を推進します 

・温室効果ガスを削減するための情報を提供します 

・「環境にやさしい生活ガイドライン」を作成します 

・間伐材を有効活用するために情報の提供を行います 

 



 

 

計画の柱 Ｂ 身近な自然を保全・活用する 

 

計画の目標 １．里山や農地を保全する 

計画の目標 ２．里山や農地を活用する 

計画の目標 ３．生態系を保全する 

計画の目標 ４．高森町らしい景観を育成する 

 

 

  ・里山（山林、竹林）や遊休農地の利用斡旋、参加型農地維持を展開します 

・リフレッシュ農園を充実します 

・有害鳥獣による被害を軽減します 

・アレチウリ等の特定外来生物の調査を行い、適切な駆除をすすめます 

・ＪＡと連携し、地域に合う環境型農業を普及します 

・工事後の管理も勘案し、できる限り自然に配慮した工事を実施します 

・「高森いいとこマップ」を活用して保全をすすめます 

・住民参加の河川清掃・草刈を実施します 

・景観形成住民協定の締結を促進します 

主な町民主体の

主な町主体の

・転入者に対する地域の取りきめの説明内容を常会・地区にて十分話し合いを行

い、宅地の混在によるトラブルを防止します 

・地区計画と地元意見を取り入れた農地管理を十分行います（集落営農の推進） 

・地産地消の仕組みを構築します 

・遊休農地を貸出しや集約により有効に活用します 

・リフレッシュ農園を活用します 

・身近な水生生物の観察やモニタリング調査を実施し経年変化を把握します 

・地域の外から持ち込んだ動植物は責任を持って飼育・栽培し、地域の生態系に悪影

響を及ぼさないようにします 

・河川清掃・草刈に参加します 

・シルバー人材センターを活用した樹木剪定など景観的な処理を行います 

・景観形成住民協定の締結をします 

・果樹園の景観としての活用を図ります 

・事業所建設や宅地開発等を行う場合は、虫食い的な開発とならないよう地域と協議をし

ます 

・会社組織による営農等を検討と就業の促進を図ります 

・山野草栽培、摘み取りと料理提供できる農家民宿、公共施設の協力をすすめます 

・里山の資源を持続的に活用できる事業を検討・展開します 

・開発行為にあたって自然へ配慮します（自然河川など） 

・自然保護学習組織の活動に協力します 

・景観形成住民協定締結とあわせ、地区の連携の景観に関する統一基準の策定と徹底をめ

ざします 

・環境や安全に留意しながら、景観に配慮した看板を設置します 



 

 

計画の柱 Ｃ 安全で安心なまちをつくる  

 

計画の目標 １．ごみを減らす工夫をする 

計画の目標 ２．リサイクル・分別をすすめる 

計画の目標 ３．ごみを適正処理する 

計画の目標 ４．公害の防止・対策をすすめる 

 

  

主な町民主体の

主な町主体の

・ごみ減量目標にむけてごみの減量化を推進します 

・ごみ処理を有料化します 

・地産地消を普及推進し、梱包資材等の削減を図ります 

・より利用しやすい分別区分、収集サイクル、収集場所等を検討します 

・転入者やアパート居住者や在日外国人等に対するリサイクル等の情報提供や指導強化

を行います 

・リサイクルや分別収集の手順等について説明会や学習会を実施します 

・町内の公共施設等へのリサイクルコーナーの設置や高森リサイクルセンター（不用品

交換所）等を検討します 

・不法投棄の看板設置、監視カメラの設置、監視員の巡回を実施します 

・町内美化活動や環境マップづくりをすすめます 

・下水道整備を推進し下水道への接続を促進します 

・新たな問題が発生した場合、早急に調査・情報収集を行います 

・ごみ分別等を町民参加で実施します 

・生ごみ処理器（コンポストや段ボール式等）を利用します 

・ごみの少ない商品を購入します 

・あとから「もったいない」と思わないような買い物をします 

・食べ残しや買いすぎで捨てる食品を削減します 

・生ごみを堆肥化します 

・修理できるものは、修理して使います 

・リサイクル、分別を徹底します 

・フリーマーケットを開催し、リユース、リサイクルを進めます 

・不法投棄を見つけた場合は、役場や警察に連絡します 

・ごみの焼却はしません 

・ペットの散歩の際、ペットの糞を持ち帰り後始末をします 

・下水道への早期接続を行います 

・インターネットを利用して宣伝広告を行い、紙の使用を控えます 

・生ごみ処理の産業化をすすめます 

・過剰包装をやめ、処理が容易なトレー開発と利用をすすめます 

・店舗内に不要包装入れを設置し、リサイクルをすすめます 

・自然素材の使用や丈夫な製品開発を進めます 

・梱包が不要な商品の開発、および販売方法を検討します 

・廃食用油を回収し、燃料化するシステムを構築します 

・町内の商店で不要物処理の機構を作り上げます 

・余った木材の有効利用、ペレット化をすすめます 

・し尿や堆肥の適切な処理を行います 

・低騒音・低振動型の機械を使うなど、騒音・振動の発生を抑制します 



 

 

計画の柱 Ｄ 環境学習を推進する 

 

計画の目標 １．子どもの環境教育をすすめる 

計画の目標 ２．大人の環境意識を高める 

 

 

 
 

  

主な町民主体の

主な町主体の

・リサイクル、地球温暖化についての環境教育に取り組みます 

・子どもおよび保護者によるクリーン活動を行います 

・保育園児からものを大切にすることについて環境教育をすすめます 

・環境保全標語の募集を行います 

・ごみ・環境問題学習会を開催します 

・ごみの再利用により生まれた商品の紹介と利用促進を行います 

・環境グループの育成、活動内容の紹介を行います 

・放射性物質、 等について情報を収集し、わかりやすく提供します 

・地球温暖化についての情報を提供します 

・環境保全標語の募集を行います 

 

・自家用車での通学・通園の送迎を自粛します 

・畑（学級園）の活用時には町民（経験者）が指導や参加します 

・大人が率先的に行動します 

・家庭内で環境について話し合いを行い、行動します 

・親が手本になって環境に取り組みます 

・地域の緑化運動や清掃活動に積極的に参加します 

・公民館活動に参加します 

・マイバック運動をすすめます 

・意識的に包装を断ります 

・環境に関する情報を積極的に収集し、行動します 

・地域で活動するグループを立ち上げる等、環境保全のための活動をします 

 

・学校等での環境学習に協力します 

・公民館等の地域活動に参加・協力します 

・マイバック運動をすすめます 

・南信州いいむす の普及を行います 

・環境に関連する技術や事業所での取り組みを積極的に発信します 

・社員の環境意識を向上させる取り組みをします 

・アパート等の居住者に対し、ごみの分別・出し方のルールを徹底します 



 

具体的な目標一覧 
 
計画 

の柱 

計画の

目標 
具体的な目標（数値目標等） 

Ａ 

地
球
に
や
さ
し
い
暮
ら
し
を
す
す
め
る 

1.再生可能エネルギー利用をすすめる 

・太陽光発電システム補助累計  375世帯(H25年度)→770世帯(H33年度） 

・小水力発電施設の導入 

・バイオマスエネルギー利用機器設置累計  16件(H25年度)→80件(H33年度） 

・太陽熱温水器設置累計  21件(H25年度)→60件(H33年) 

2.省エネルギーをすすめる 

・環境にやさしい生活を継続的に取り組んでいる町民の割合（アンケート） 

64.2%(H25年度)→70%(H33年度) 

・環境家計簿の実施 

・町役場庁舎等のエネルギー使用量  H22年度比 10%削減(H33年度) 

3.地球温暖化対策をすすめる 

・本町の二酸化炭素排出量の削減  H25年度比 5%削減(H33年度) 

※町独自に排出量を算定するようになった場合は、目標を新たに検討する 

・地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定  H29年度までに策定 

Ｂ 

身
近
な
自
然
を
保
全
・
活
用
す
る 

1.里山や農地を保全する 

健全な森林を育成するための間伐目標面積  490ha(H33年度) 

2.里山や農地を活用する 

・遊休農地面積  53.4ha(H25年度)→50ha(H33年度) 

・有害鳥獣による被害額の抑制  946万円(H25年度)→750万円以内(H33年度) 

3.生態系を保全する 

・自然環境調査の実施 

・町主催の自然観察会実施  年 2回 

4.高森町らしい景観を育成する 

・高森町の景観条例の制定 

・景観形成住民協定締結数の増 

Ｃ 
安
全
で
安
心
な
ま
ち
を
つ
く
る 

1.ごみを減らす工夫をする 

・1人1日あたりの焼却ごみの排出量の削減  216ｇ(H25年度)→200ｇ(H33年度) 

※H30年度よりプラスチックごみも焼却できる新焼却施設が稼働予定 H30年度以降の目標は改めて検討 

・一般廃棄物処理量  H26年度対比 5%削減(H33年度) 

・生ごみ処理機器等の導入台数累計  2,748台(H25年度)→2,900台(H33年度) 

2.リサイクル・分別をすすめる 

・リサイクル率  現状 40％台の維持 

・説明会の実施回数  年 6回 

3.ごみを適正処理する 

・不法投棄件数（県報告 10㎏以上）  年 10件以内 

4.公害の防止・対策をすすめる 

・下水道水洗化率  88.9％(H25年度)→94％(H33年度) 

・町内河川 38ヶ所の BOD水質判定  類型 Aの 100％達成 

・公害の苦情件数  年 10件以内 

Ｄ 

環
境
学
習
を

推
進
す
る 

1.子どもの環境教育をすすめる 

・環境教育の回数  年 10回 

2.大人の環境意識を高める 

・広報等への情報発信件数  年 10回 



 

計画の推進と進行管理 

本計画を推進、管理して実効性のあるものとするために、下図の組織や取組みを運営、活用してPCDA

サイクルによる進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織・取組み等 内   容 

環境基本計画推進会議 

環境基本計画の進行管理を目的に、町民・事業者の代表及び町職員

の代表で構成される組織で、計画の進行状況の確認及び評価や計画

の定期的な見直しの検討を行います。 

環境審議会 
環境の保全及び創造に関する基本事項について、町長からの諮問に

より、調査審議します。 

環境施策チェックシート

による評価 

環境基本計画の施策（町主体の手だて）について、担当部門が自己

評価（5段階）、次年度の課題・取り組み方針、今後の見通し等を

記入します。 

DO 実行 

環境基本計画に基づく年度ごとの取り組み 

PLAN 計画 

CHECK 点検・評価 

町民生活・意識調査等 環境施策チェックシート 

による担当部署での評価 

環境審議会での審議等 ホームページ・広報等での公表 

環境基本計画推進会議による評価 

町民・事業者の取り組み 町の取り組み 

ACTION 見直し 

取り組みの見直し、次年度への反映 
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