
34 

第３章 施策の展開 

 

１．いきいきと暮せる住みよいまち（生活環境） 

 

① 野外焼却対策の推進（大気汚染対策） 

 野外での廃棄物の焼却に伴って、ダイオキシンが大気中に排出される可能性があります。 

また、ばい煙や悪臭で、生活環境に支障が生じるおそれがあります。その危険性の周知を

図り、野外焼却の防止に努めます。 

 

 

② 騒音・振動・悪臭防止対策 

騒音・振動・悪臭防止対策については、引き続き県と連携しながら、監視に努めていき

ます。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

○行政 

■関係機関と連携しながら騒音・振動・悪臭の規制を推進し、必要に応じて対象事業

所への指導を行う。 

○町民 

■野外焼却をしない。 

■必要以上に生活騒音等を出さないように努める。 

○事業者 

■ばい煙や汚染水の排出抑制と適正管理に努める。 

■低騒音・低振動型の機械を使うなど、騒音・振動の発生を抑制する。 

○行政 

■野外焼却が犯罪となることを周知する。 

■野外焼却の監視指導を実施する。 

○町民・事業者 

■野外焼却をしない。 

■野外焼却の監視・通報などに協力する。 

（１）大気環境、水環境の保全と化学物質対策の推進 
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③ 水質汚濁防止対策 

水質汚濁防止対策については、引き続き県と連携しながら、監視に努めていきます。 

  

 

 

④ 土壌汚染防止対策 

土壌汚染防止対策については、引き続き県と連携しながら、監視に努めていきます。 

 

 

 

⑤ 地盤沈下防止対策 

地盤沈下防止対策については、引き続き県と連携しながら、監視に努めていきます。 

 

 

 

 

○行政 

■地盤沈下の早期発見に向けて、県とともに連携して監視に努める。 

 

○行政 

■有害物質を使用する事業者に対し、土壌汚染防止の指導を県と連携して徹底する。 

■農薬の適正な管理指導を行うとともに、減農薬、減化学肥料による農業、または有

機栽培を推進する。 

○町民 

■除草剤や農薬の使用はできる限り控える。 

■減農薬、減化学肥料による農業、または有機栽培に取り組む。 

○事業者 

■有害化学物質などの適正な使用・管理・処分に努める。 

○行政 

■公共下水道への接続を町民へ呼びかけることで、河川水質への負荷の減少を図る。 

■公園や緑地等の維持管理のための薬剤使用による水質汚濁の抑制、防止に努める。 

■事業所から出る排水の適正管理、指導を行っていく。 

○町民 

■洗剤の過剰な使用を控える。 

■生ごみを排水と一緒に流さない。 

○事業者 

■排水の環境基準値を遵守する。 
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⑥ ダイオキシン類対策の推進 

ダイオキシン類対策については引き続き県と連携しながら、大気・水質・土壌などの環

境中におけるダイオキシン類の実態調査を継続的に実施するとともに、排出抑制技術など

について調査研究を行います。また、発生抑制のため、廃棄物の減量化や分別の徹底を推

進します。 

  

 

⑦ 農薬の適正使用 

農薬については、適正で安全な使用、回収に努めます。 

  

 

⑧ 環境汚染物質排出・移動登録（ＰＲＴＲ）制度※1の周知 

有害性のある化学物質を取り扱う事業に対しては、管理の徹底を啓発します。 

  

                                                   
※1 環境汚染物質排出・移動登録（ＰＲＴＲ)制度：有害性のある化学物質がどのような発生源からど

れくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデ

ータを、国、事業者団体等の機関が把握・集計・公表するしくみ 

○事業者 

■法令に基づき、対象化学物質の環境中への廃棄量や廃棄物としての場外への移動

量を把握し、公表する。 

○行政 

■農薬の安全使用を進めるため、農薬ラベルの確認や使用記録の管理などを行う食

品安全ＧＡＰ（農業生産工程管理）を推進する。 

○町民 

■農薬の安全使用に努める。 

■適正な時期に最低限必要な量の散布を行うなど環境にやさしい農業の推進に努め

る。 

■使用期限を超える農薬の適正処理に努める。 

○事業者 

■使用期限を超えた農薬の回収及び適正処理に努める。 

○行政 

■有害化学物質などに関する最新情報を把握し、町民や事業者への情報提供に努め

るとともに、適正な使用・管理に関する指導を行う。 

○町民 

■野外焼却をしない。 

○事業者 

■有害化学物質などの適正な使用・管理・処分に努める。 

■法令に基づき、対象化学物質の環境中への廃棄量や廃棄物としての場外への移動

量を把握し、公表する。 



37 

  

① ごみの分別の普及・促進 

ごみの分別の普及・促進を促すために、見やすいごみの分別表を作成し、各集会場等で

説明の機会を設けるなど、今後さらにごみの分別方法周知の徹底を行っていきます。 

 

 

② 粗大ごみ収集の継続 

家庭内で処分できずにいる粗大ごみの収集が求められています。現在実施している、粗大

ごみ収集を今後も継続していきます。 

  

 

③ 集団による資源回収の継続 

現在実施している、資源回収を今後も継続していきます。 

  

○行政 

■粗大ごみ収集の継続実施。 

○町民 

■粗大ごみ収集への参加・協力。 

○行政 

■雑がみや古紙類について、集団回収の実践を促進する。 

○町民 

■資源回収の参加。 

○事業者 

■資源回収の参加。 

○行政 

■わかりやすいごみの分別表を作成する。 

■改訂したごみ分別表を配布し、各集落で勉強会を開いて周知を行う。 

■イベントなど人が集まる場において、ごみの分別方法が表記されたポスター等を人

目に付くところに貼る。 

■様々なメディアを通じて、ごみの分別に対する情報を流し、町民への啓発を図る。 

■ごみ処理場やリサイクル処理場の見学会を行い、ごみの処理について学ぶ機会を設

ける。 

■ごみステーション整備事業を継続し、未整備地域の解消に努める。 

■新ごみ処理施設の稼働に伴い見直されたごみの分別方法を周知する。 

○町民 

■さらに普段のごみの分別方法について見直す。 

■ごみ分別に関する勉強会に積極的に参加する。 

○事業者 

■さらに普段のごみの分別方法について見直す。 

（２）循環型社会の促進 
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○行政 

■ごみの減量に関する情報（生ごみの堆肥化、堆肥化利用、生ごみの水切りなど）

を提供する。 

■公共施設への生ごみ処理機の導入を促進する。 

■レジ袋の削減に向けた取り組み協定の新規締結と買い物袋（マイバッグ）持参運

動を推進する。 

■「南越前町地球温暖化防止実行計画」及び「南越前町グリーン購入推進方針（平

成 17 年４月１日策定）」に基づいて施策に取り組む。 

■使い捨て商品から再利用・詰め替え型商品への移行を推進する。 

■町職員は、自宅・職場に問わず率先して３Ｒ及びごみの減量化に取り組む。 

■「おいしいふくい食べきり運動」を推進する。 

○町民 

■食材の適量使用により、生ごみそのものの削減に努める。 

■排出生ごみの減量に努める（水切り、乾燥）。 

■買い物時に買い物袋（マイバッグ）を持参する。 

■「ものを大切にする」意識を強く持つ。 

■詰め替え製品やリターナブル容器などを優先して使用する。 

■古紙類の回収を利用する。 

■不要なものの購入を控える。 

■商品購入の際、過剰な包装は断る。 

■修理できるものは修理して使う。 

■「おいしいふくい食べきり運動」を実施する。 

○事業者 

■レジ袋の削減及び買い物袋（マイバッグ）持参運動に協力する。 

■産業廃棄物について、事業者自らの責任において適正に処理する。 

■部品や容器などの規格化、軽量化、再利用に努める。 

■修理できるものは修理して使う。 

■食材・食品のムダをなくす。 

■トレイなどの店頭回収を促進する。 

■「おいしいふくい食べきり運動」に協力する。 

④ ３Ｒの促進（ごみ減量化の促進） 

資源の消費を抑制し、環境への負荷を低減する循環型社会を構築する手段として、廃棄物

の発生抑制（Reduce：リデュース）、再利用（Reuse：リユース）、再資源化（Recycle：リサ

イクル）を促します。 
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⑤ 不法投棄・ごみのポイ捨て防止の啓発活動の推進 

不法投棄やごみのポイ捨ての現状と、それが与える環境被害等を町民や事業者に知らせ

るなど、不法投棄やごみのポイ捨ての防止に努めます。 

 

 

⑥ 監視・通報体制の整備 

不法投棄などについては、啓発活動とともに、再発防止のための条例制定も検討に含め

て監視・通報体制を整えていきます。 

 

 

 

 

 

○行政 

■「全国ごみ不法投棄監視ウィーク（５月 30 日～６月５日）」の周知を図る。 

■県と協力して、不法投棄防止のパトロールを実施する。 

■監視カメラなどを設置し、監視体制を強化する。 

■再発防止に向けて規制に努める。 

○町民・事業者 

■不法投棄の監視に協力し、発見した場合通報する。 

○行政 

■不法投棄が犯罪であることを周知する。 

■職員と事業者等に不法投棄・ごみのポイ捨て防止を呼びかける。 

■コンビニの店舗建設や改装工事の際、飲食場所の設置を呼びかける。 

■看板の設置による啓発。 

■ペットのフンの適切な処理を指導する。 

○町民 

■不法投棄やごみのポイ捨てをしにくい環境づくりをする。 

■不法投棄ごみの回収ボランティア活動に積極的に参加する。 

■外出先で発生したごみは、家庭に持ち帰って処理をする。 

■不法投棄やごみのポイ捨てをしない、町外の人にさせない。 

■ペットの散歩の際、ペットのフンを持ち帰り、後始末をする。 

○事業者 

■廃棄物は適正に処理する。 

■不法投棄ごみの回収ボランティア活動を実施する。 
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⑦ バイオマス資源の利活用の推進 

排水汚泥から生まれた堆肥「エコロン」を、稲作から園芸まですべての農業に効果のある

万能堆肥として、広く周知するとともに利用の拡大と販売促進に努めます。 

また、稲作農業において排出されるモミ殻について、堆肥化を推進し、循環型農業への取

り組みを強化していきます。 

その他、食品廃棄物系資源や木屑などの木質系資源の利活用について、近隣市町との情報

交換を密にし、その方法について連携していきます。

  

   

  ⑧ 廃棄物処理施設等に関する連携 

   本町では、地域の過疎化が進行する一方で、空き地に廃棄物処理施設等が進出してきてい

ます。町内の産業廃棄物処理施設及び古物商、金属くず商を営む事業所については、県、警

察といった関係機関と連携して情報共有に努め、必要に応じて対象事業所への立入検査を実

施します。 

   

   

⑨ 新ごみ処理施設の運営 

   南越清掃組合の第１清掃センターの焼却施設は昭和５９年から稼働しており、施設の

更新時期に来ています。これまで、ごみ焼却施設やし尿処理施設、最終処分場などはす

べて越前市に設置しており、新ごみ処理施設の建設については、構成市町の役割分担の

○行政 

■関係機関との情報共有に努める。 

■関係機関と連携しながら、必要に応じて対象事業所への立入検査を実施する。 

■町民や事業者との連絡体制の強化を図る。 

○町民 

■自主的な監視体制を組織し、町・事業者との情報共有に努める。 

○事業者 

■事業活動に伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら努める。 

■廃棄物などの適正な管理・処分に努める。 

○行政 

■生ごみの利活用について、町民に情報提供を行い、減量化・堆肥化について、町

民への意識啓発に努める。 

■堆肥の循環システムを構築する。 

■モミ殻堆肥化の推進・支援。 

○町民 

■堆肥化に協力する。 

○事業者 

■地域資源を活用したバイオマス資源の利活用に努める。 
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観点から、組合の協議により南越前町で建設することになりました。現在、令和３年１

月からの稼働と、同年４月からの本格稼働に向けて、上野地係において建設工事を実施して

います。運営主体である南越清掃組合が関係集落と締結した公害防止協定に基づいた安全安

心な運営を行うよう協働していきます。 

   

 

 

 

項目 目標値（Ｒ4） 現状値（Ｈ28） 備考 

海の水質 類型 A 類型 A 越前加賀海岸地先 

河川の水質 類型 A 類型 A 日野川 

レジ袋有料化取り組み店舗数 11店舗 6店舗  

１日一人当たりのごみ排出量 
552.5ｇ 

(R2) 
596ｇ 

一般廃棄物処理基本計画

(南越清掃組合)より 

古紙類のリサイクル 350,000㎏ 321,010㎏ 12％アップ 

ごみ処理経費（町民１人当たり） 15,960円 16,801円 ５％削減 

不法投棄看板設置数 
120ヶ所 

(H31) 
85ヶ所 南越前町総合計画より 

不法投棄監視パトロール回数 
8回 

(H31) 
5回 南越前町総合計画より 

 

○行政 

■運営主体である南越清掃組合が公害防止協定に基づいた運営を行うよう協働す

る。 

○町民 

■ごみの分別に取り組む。 

○事業者 

 ■関係集落、町と締結した公害防止協定（測定値等）を遵守する。 

 ■廃棄物などの適正な管理・処分に努める。 

 

（３）数値目標 
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２．豊かな自然をいつまでも誇れるまち（自然環境） 

 

① 山の維持・管理 

山の保全については、森林の適切な維持管理に努めるとともに、植林など森林の育成に努

めます。 

  
 

 

② 海の維持・管理 

海の保全については、良好な自然環境を維持できるよう努めます。 

 
 

 

○行政 

■定期的に水質調査を実施し、結果を町民に公表し、水質保全に対する意識向上に

努める。 

■町民や事業者、釣り客らとの協力のもとで海浜地の定期的な清掃を支援し、美し

い海岸の維持に努める。 

■町管理地に放置されている廃船は、警察や海上保安部の協力を求め、漁協と協力

して対応する。 

■海岸漂着物の監視調査を行い、必要により住民に協力を求めるなどして回収に当

たる。 

○町民 

■海水浴や釣りなど、海浜を利用する時には、自然環境に配慮し、ごみなどを捨て

ない。 

■海浜の清掃活動などに参加する。 

○事業者 

■海や河川にごみを捨てない。 

■海浜の清掃活動などに参加する。 

 

○行政 

■関係団体等と協力しながら、効率的・計画的な植林を支援する。 

○町民 

■山の手入れに努める。 

○事業者 

■関係団体等と協力しながら、効率的・計画的な植林を推進する。 

海岸の清掃ボランティア 

（１）山・海・里の保全 
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③ 里（里地、里山、里川）の維持・管理 

里の保全については、住民や各種団体の協力のもと、維持・管理に努めます。 

 

 

 

④ 不法投棄・ごみのポイ捨て防止の啓発活動の推進【再掲】 

不法投棄やごみのポイ捨ての現状と、それが与える環境被害等を町民や事業者に知らせ

るなど、不法投棄やごみのポイ捨ての防止に努めます。 

 

 

 

○行政 

■不法投棄が犯罪であることを周知する。 

■職員と事業者等に不法投棄・ごみのポイ捨て防止を呼びかける。 

■コンビニの店舗建設や改装工事の際、飲食場所の設置を呼びかける。 

■看板の設置による啓発。 

■ペットのフンの適切な処理を指導する。 

○町民 

■不法投棄やごみのポイ捨てをしにくい環境づくりをする。 

■不法投棄ごみの回収ボランティア活動に積極的に参加する。 

■外出先で発生したごみは、家庭に持ち帰って処理をする。 

■不法投棄やごみのポイ捨てをしない、町外の人にさせない。 

■ペットの散歩の際、ペットのフンを持ち帰り、後始末をする。 

○事業者 

■廃棄物は適正に処理する。 

■不法投棄ごみの回収ボランティア活動を実施する。 

○行政 

■花いっぱい運動など、地域の緑化活動を推進する。 

■河川を守る取り組みの啓発。 

○町民 

■河川の利用時には、自然環境に配慮し、ごみなどを捨てない。 

■花いっぱい運動など、地域の緑化活動に積極的に参加する。 

■水田の保全に努める。 

○事業者 

■山や川にごみを捨てない。 

■花いっぱい運動など、周辺美化に貢献する。 
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⑤ 監視・通報体制の整備【再掲】 

不法投棄などについては、啓発活動とともに、再発防止のための条例制定も検討に含め

て監視・通報体制を整えていきます。 

  
 

 

 

 

① 動植物の保護・育種 

夜叉ヶ池に生息するヤシャゲンゴロウをはじめ、県のレッドデータブックに記載されてい

るような、希少な動植物の生態を把握し、保護・育種に努めます。 

  

 

 

○行政 

■「全国ごみ不法投棄監視ウィーク（５月 30 日～６月５日）」の周知を図る。 

■県と協力して、不法投棄防止のパトロールを実施する。 

■監視カメラなどを設置し、監視体制を強化する。 

■再発防止に向けて規制に努める。 

○町民・事業者 

■不法投棄の監視に協力し、発見した場合通報する。 

○行政 

■動植物の生態調査を行い、結果を公表する。 

■貴重な植生の保護に努める。 

○町民 

■生物調査などに協力する。 

○事業者 

■生物調査などに協力する。 

河野保育園児によるヒラメの稚魚の放流 

（２）動植物の生育・生息環境の保全 
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② 外来生物などの防除 

外来生物が地域の生態系や農林水産業、わたしたちの生活に与える影響を正しく理解し、

その被害をくい止めることができるよう、防除方法などの普及啓発に努めます。また、クリ

ーンアップふくい大作戦などにより、セイタカアワダチソウなどの外来生物の防除と拡散の

防止に取り組みます。 

 

 

 

③ 人と野生動物のすみわけの確保 

人と野生動物のすみわけについては、現在実行している対策を継続していきます。 

 

 

○行政 

■電気柵の整備、更新を推進する。 

■猟友会の協力の下、必要な場合は駆除を行う。 

○町民 

■田んぼや畑に生ごみを捨てない。 

○行政 

■在来種の動植物を保全するために、有害な外来生物の駆除・防除を推進する。 

■外来生物による被害やその分布について、町民からの情報収集に努める。 

■メディアを通じて、外来生物が地域の生態系や農林水産業などに及ぼす被害とそ

の防除方法について普及啓発する。 

○町民 

■外来生物の持ち込みなど、地域の生態系を乱す行為はやめる。 

○事業者 

■外来生物の持ち込みなど、地域の生態系を乱す行為はやめる。 
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① 地域資源の活用・保全 

町内の歴史・文化的価値のあるものを適切に保全するとともに、これらに関する情報

提供を図ります。また、歴史や文化を知るための講座などを開催し、町民にその価値を

知ってもらうよう広報啓発を行います。同様に、町内の施設や公園などについても整備

を行うことで、環境保全とともに地域資源を活かし、観光施策につながる取り組みを行

っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 目標値（Ｒ4） 現状値（Ｈ28） 備考 

希少野生動植物の数 261種 261種 
福井県レッドデータ

ブ ッ ク （ 平 成 27

（2016）年）より 

観光客入込数 
774,000人 

(H31) 
591,517人 

南越前町総合計画

より 

○行政 

■文化財や地域資源の周辺整備を図り、観光施策につなげる。 

○町民 

■各種文化財にふれ、その価値を知り保全に協力する。 

■地域資源を活かしたイベント等に参加する。 

○事業者 

■文化財の保全に協力する。 

■地域資源を活かしたイベント等に協力する。 

（３）地域資源の保存・継承とその活用 

（４）数値目標 
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３．地球にやさしい行動に取り組めるまち（地球環境） 

 

① 温室効果ガスの排出抑制 

 ＣＯ２などの温室効果ガスを削減するため、エコドライブ、ごみの減量、節電及び節水な

どを推進します。 

 

 

 

② 森林を活用した温室効果ガスの吸収促進 

本町の森林面積は約９割を占め、全国平均（67％）よりも高く、森林の豊かな町であるた

め、森林によるＣＯ２の吸収が期待されます。ＣＯ２を吸収・固定してくれる森林は、環境

面からも大きな財産であるため、適切な維持管理と木材利用を促進し、持続的な森林呼吸源

を確保していくことが必要です。 

 

 

○行政 

■関係団体等と協力しながら、効率的・計画的な間伐などを推進する。 

○町民 

■森林を育て活用することが地球温暖化の防止につながるという意識を持つ。 

○事業者 

■間伐材などの木材や木質資源を積極的に利用する。 

○行政 

■公共施設において、ＣＯ２などの温室効果ガスの排出の少ない設備・技術、クリー

ンエネルギーの導入を図る。 

■町民や事業者に対し、ＣＯ２などの温室効果ガスの排出の少ない設備・技術、クリ

ーンエネルギーの普及啓発に努め、導入を促進する。 

○町民 

■生活習慣を見直し、温室効果ガス排出量の削減に努める。 

○事業者 

■ＣＯ２などの温室効果ガスの排出の少ない設備・技術、クリーンエネルギーの導入

を図る。 

■ISO14001（環境マネジメントシステム規格）、エコアクション 21 などの認証登録

に努める。 

（１）地球温暖化防止対策 
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③ フロンの回収の促進 

冷蔵庫などの冷媒などとして幅広く使用されてきたフロン類によって、オゾン層が破壊さ

れることが明らかとなり、代替フロンやノンフロンへの切り替え、廃棄される製品からの回

収を推進していきます。 

  

 

④ エコドライブの推進 

環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用を推進します。また、一人ひとりがアイドリング

ストップなどを心がけ、ガソリン（化石燃料）の消費を減らすことができるエコドライブの

推進を図ります。 

  

 

    ⑤ 再生可能エネルギー事業 

太陽光、水力、風力、木質バイオマス等に代表される再生可能エネルギーは、温室効果ガ

スを排出せず、我が国においては着実に導入が拡大しています。 

本町で、環境影響評価を要する事業が計画された際には、環境審議会に諮り、環境保全に

資する検討に取り組みます。また、事業者に対して、町民への丁寧な説明責任を求めていき

ます。 

○行政 

■アイドリングストップを進める。 

■アイドリングストップに対する意識啓発を進める。 

■公用車の更新時には、低公害車の導入を進める。 

■町民・事業者の低公害車の導入を促進する。 

○町民・事業者 

■低公害車の導入を進める。 

■アイドリングストップを進める。 

■近距離での自動車利用を控え、自転車や徒歩で移動するようにする。 

○行政 

■民間事業所に対してフロン回収を指導する。 

■町民に対し、フロン類が与える温暖化への影響やオゾン層破壊の問題、フロン回収

に関する情報などを周知する。 

■適正処理に努める。 

○町民 

■フロン使用の家電製品を廃棄する際は、適正に処分する。 

○事業者 

■フロン回収に努める。 

■適正処理に努める。 
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○行政 

 ■環境影響評価の内容を検証し、環境負荷のための措置をとるよう指導・助言する。 

■町民や関係機関との連絡体制の強化を図る。 

○町民 

■地元説明会に積極的に参加する。 

○事業者 

■町民の意見を考慮し、環境に配慮した事業を計画する。 

■事業活動に伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら努める。 
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項目 目標値（Ｒ4） 現状値（Ｈ28） 備考 

温室効果ガス総排出量 10,356t-CO2 
11,018t-CO2 

（Ｈ25） 

地球温暖化対策実行計画 

(事務事業編)より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）数値目標 
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４．未来の環境に向けて行動できるまち（環境教育） 

 

自然の大切さと重要性の認識を深めてもらうことは、未来の環境に向けて具体的に行動し

ていくうえで大変重要です。これと併せて日々の生活に密着するごみの分別や減量化・リサ

イクルの必要性も伝え続けることが重要です。いろいろな場面において環境学習の機会を設

けることにより、町民の環境意識の向上を図ります。 

※1 

① 家庭における学習・教育 

 

 

 

② 学校における学習・教育 

  

 

 

                                                   
※1 こどもエコクラブ：次代を担う子どもたちが、人と環境との関わりについて体験を積み重ねながら、

環境を大切にする心を育んでいくことを目的とした環境省が推進している環境活動クラブのこと 

○行政 

■環境学習への取り組みについて、学校との連携を強化する（資料や情報提供、環

境アドバイザーやアースサポーター等の派遣調整など）。 

 ■農林漁業を通じた体験型学習の取り組みを支援する。 

○町民 

■学校での環境学習について、家族で話し合う機会をつくる。 

○行政 

■子ども会における環境活動を支援する（集団回収によるリサイクル意識の定着化

と奨励補助金の拠出）。 

■こどもエコクラブ※1活動を促進する。 

○町民 

■子ども会における環境活動に積極的に参加し、地域の環境について意識を強める。 

■環境について、家族で話し合う機会をつくる。 

（１）環境学習の推進 
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③ 社会における学習・教育 

 

 

 

④ 自然観察会・自然学習会の推進 

 

   

 

⑤ 出前講座の開催 

 

 

○行政 

■ごみの分別や減量化・リサイクルなど、生活に密着したごみの処理について、集

落や団体等を対象に出前講座を開催する。 

○町民 

■出前講座に積極的に参加し、ごみに関する知識を家族間で共有する。 

○行政 

■山・海・里の豊かな自然を題材とした観察会や学習会を開催する。 

 ■地域の環境に詳しい人材の発掘に努め、学習会の運営に協力を求める。 

○町民 

■観察会や学習会に参加し、環境について関心を持つ。 

■観察会や学習会の運営に進んで協力する。 

○行政 

■アースサポーターなど、地域で積極的に活動する環境リーダーの養成に努める。 

■各種団体における環境活動を支援する（集団回収によるリサイクル意識の定着化

と奨励補助金の拠出）。 

 ■国や県、団体が開催する環境に関するイベントについて情報を提供していく。 

 ■町が開催する環境関連イベントを通じて、環境意識啓発の機会をつくる。 

○町民 

■環境関連の学習機会に積極的に参加し、情報・知識を得る。 

■各種団体における環境活動に積極的に参加し、地域の環境について意識を強める。 

○事業者 

■環境リーダーの養成に積極的に協力する。 
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自治会や各種団体による環境活動を支援し、地域の美化に協働して取り組みます。 

 

① 美化・清掃活動の充実 

 

 

環境に関する情報を広報やケーブルテレビ、ホームページなど様々な方法により伝えるこ

とで、町の環境への取り組みを周知するとともに町民への意識啓発を推進します。 

 

① 広報紙やホームページなどの活用 

環境に関する情報を広報やホームページなど様々なメディアを活用して伝えることで、

町の環境への取り組みを周知するとともに、町民への意識向上を図ります。 

 

 

 

項目 目標値（Ｒ4） 現状値（Ｈ28） 備考 

清掃ボランティア団体数 
20団体 

(H31) 
15団体 南越前町総合計画より 

町主催環境イベントの参加人数 100人 59人  

○行政 

■広報やケーブルテレビ、ホームページを活用して、町民や事業者に環境関連情報を

提供する。 

 ■情報をできるだけわかりやすくして提供する。 

○町民 

■取得した情報を家族間、団体間で共有する。 

○行政 

■町職員は、環境リーダーとしての意識を持って、様々な活動に参加して地域の美化

に貢献する。 

 ■花いっぱい運動など、地域の緑化活動を推進する。 

 ■各種団体が行う清掃活動を支援する。 

○町民 

■地域の緑化活動や清掃活動に積極的に参加する。 

○事業者 

■花いっぱい運動など周辺整備に貢献する。 

（２）環境活動の推進 

（３）環境情報の提供 

（４）数値目標 


