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【参考資料】第３期実施計画 施策の内容一覧 

施策体系 具 体 的 な 施 策 実 施 内 容 

1-1-1-1 緑の基本計画の推進 緑の基本計画の推進及び見直しを行う。 

1-1-1-2 生垣設置奨励補助制度の普及・拡充 
杉戸町生垣設置奨励補助制度の活用によ

る街の緑づくりを支援する。 

1-1-1-3 
大落古利根川「川のまるごと再生プロジ

ェクト」の推進 

川の再生（護岸整備など）のため、整備・

利活用、維持管理方策の検討、提案、実

施を行う。 

1-1-2-1 土水路の保全 土水路の保全を行う。 

1-1-2-2 
調整池等におけるホタル池、トンボ池、

魚の越冬池としての活用 
既存調整池等の適正管理を実施する。 

1-1-2-3 定期的な生きもの調査の実施 

杉戸町に生息する生物（絶滅危惧種）な

どの生息環境の保全のため、生きもの調

査を行う。 

1-1-2-4 緑（生きもの）マップの作成・配布 

緑（生きもの）マップの作成・配布、定

期的な生きもの調査に基づき、緑（生き

もの）マップの作成・配布を行う。 

1-1-3-1 
公有地化、トラスト運動等による既存樹

林などの公的担保の方策の検討 

公有地化、トラスト運動等による既存樹

林の公的担保の方策を検討し、既存樹林

の保存の方策の検討及び現行での指定保

存を行う。 

市民緑地の環境保全、親しみやすい自然

の保護を推進し、市民緑地を町全体に PR

する。 

1-1-3-2 市民緑地制度の導入検討 

市民緑地の環境保全、親しみやすい自然

の保護を推進し、市民緑地を町全体に PR

する。 

1-1-3-3 
保存樹木・樹林指定制度の普及・改善及

び指定拡充 

保存樹木・樹林指定制度の普及・改善及

び指定拡充を図る。 

1-1-4-1 
既存施設におけるビオトープの維持・活

用 

大島新田調節池や生涯学習センターのビ

オトープを維持し、生態系の観察や自然

環境の学習に活用する。 

1-1-4-2 
住民参加方式などによる公園の整備改

良、自主管理の検討 

自主管理について継続的に支援を実施す

る。また、自主管理の方法など検討し、

依頼していく。 
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施策体系 具 体 的 な 施 策 実 施 内 容 

2-1-1-1 
低農薬・有機農業における情報収集・情

報提供・普及啓発・支援 

低農薬・有機農業については、埼玉みず

ほ農業協同組合と協力をして、農家等へ

の普及啓発や支援を行っていく。アグリ

パークにおいて、水田体験などにより低

農薬・有機農業の育成支援を行う。 

2-1-1-2 
剪定枝、雑草、落葉など農業への活用の

推進・研究 

剪定枝、雑草、公共施設などから出る落

葉の農業への活用を推進・研究する。 

落葉等の活用事例を調査研究し、活用啓

発を図る。 

2-1-1-3 家畜糞尿の堆肥活用の促進 

家畜糞尿の堆肥について、県作成の地域

家畜ふん堆肥マップをＰＲするなど、活

用を促進する。 

2-1-1-4 
廃プラスチック等の農業廃棄物の収集処

理システムの充実、普及啓発 
廃プラスチックの一括収集・廃棄を行う。 

2-1-1-5 低農薬・有機農作物の学校給食への導入 

低農薬・有機農作物の学校給食への導入

や杉戸産農産物（小松菜など）を使用す

る。 

2-1-1-6 
安心安全な杉戸産農作物のＰＲや直売所

での販売の推進 

アンケート等を実施し、出荷者・アグリ

パーク・町と調整し、地元農産物を通年

提供できるように努力する。 

すぎと米・野菜を広く啓発していく。 

2-1-1-7 
給食食材における放射性物質の測定・情

報提供 

小中学校等において、放射性セシウムの

測定及び公表を行う。 

2-1-2-1 
グリーンツーリズム事業（農業体験、余

暇活動）の啓発・広報・推進 

グリーンツーリズム事業（田植え・稲刈

りや野菜の収穫など農業体験学習）の啓

発・広報・推進を行う。 

2-1-2-2 
田植えから稲刈りまでの一括受託システ

ムの維持 

農作業委託のシステムの維持管理を行

う。 

2-1-2-3 大規模農家への育成支援 

農地集積の促進や、各種制度の情報提供

などを行い、大規模農家への育成支援を

行う。 

2-1-2-4 担い手の育成の実施 
「明日の農業担い手育成塾」の実施プロ

グラムを実行する。 

2-1-2-5 転用抑制による優良農地の確保 
優良農地の確保のため、無秩序な開発の

抑制などを図る。 

2-1-2-6 転作作物（蕎麦等）の栽培促進 
埼玉みずほ農業協同組合を中心に積極的

に生産者へ働きかけを行う。 
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施策体系 具 体 的 な 施 策 実 施 内 容 

2-1-3-1 
農村景観を活かしたあぜ道遊歩道、通学

路の整備 

農村景観を活かしたあぜ道における遊歩

道、通学路の整備を行う。 

2-1-3-2 休耕地の多目的利用などの支援 

各学校等において農園に芋の苗を配布し

て利用促進を行っている。また、休耕地

については農地の集積が効果的と考える

ため、休耕地の所有者に引き続き支援を

行っていく。 

3-1-1-1 
一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理

基本計画）の推進 

一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理

基本計画）を推進する。 

3-1-1-2 

公共下水道の整備・普及率向上（下水道

計画区域） 

・整備普及率は町全体計画区域 

認可区域内の整備を順次実施し、普及率

の向上に努めていく。 

3-1-1-3 
合併処理浄化槽の設置促進（下水道計画

区域外） 

国・県・町の助成により、合併処理浄化

槽の設置推進（下水道計画区域外）をす

る。 

3-1-1-4 事業者への排水適正管理の指導強化 
水質汚濁防止法等に基づく事業者指導を

県と連携して推進する。 

3-1-1-5 
浄化槽の法定検査・保守点検・清掃など

の適正な維持管理の指導強化 

浄化槽の法定検査・保守点検・清掃など

の適正な維持管理の指導を強化する。 

3-1-1-6 道路側溝等の掃除の実施・支援 

自治会等で行う道路側溝清掃等への支援

を行う（汚泥の処分など）。 

主要水路の清掃を実施する。 

道路側溝清掃等への支援を行う（土のう

袋の提供など）。 

3-1-1-7 
大落古利根川「川のまるごと再生プロジ

ェクト」の推進（再掲） 

川の再生（水質・排水の改善など）のた

め、維持管理方策の検討、提案、実施を

行う。 

3-1-2-1 
自然護岸（多自然型整備工法等）、素掘

り、曲線の小川の保全 

大膳掘（杉戸小学校付近）の維持管理を

行う。 

3-1-2-2 
下水道への接続啓発（下水道接続率の向

上） 

毎年広報やホームページ等に記事を掲載

するとともに、戸別訪問を実施する。 

3-1-2-3 堀川などの一部水路への冬期導水 

南側用水路や中郷用水、権現堂用水など

への冬期導水の継続実施について、用水

管理者と調整を行う。 

3-1-2-4 
雨水貯留施設水の活用等による水生生物

の逃げ場となる湿地、水たまりの保全 

既存施設における雨水貯留施設水の活用

等による水生生物の逃げ場となる湿地、

水たまりの保全を行う。 
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施策体系 具 体 的 な 施 策 実 施 内 容 

3-1-3-1 
公園、学校等への雨水貯留施設の研究・

設置 

研究的に設置している既存施設の維持管

理の継続とその活用成果を監察しなが

ら、今後、その他の学校に設置する必要

があるか検討していく。 

公園整備が必要となる開発が実施される

際に指導を行う（開発等面積 3000㎡以

上）。 

学校施設における雨水の有効活用を研究

する。 

4-1-1-1 ごみの発生抑制のための意識啓発 
リサイクル推進員による協力を依頼す

る。 

4-1-1-2 グリーンコンシューマーへの啓発 
グリーンコンシューマー（環境に配慮し

て行動する消費者）の啓発を行う。 

4-1-1-3 多量排出事業者への減量化の促進 多量排出事業者への減量化を促進する。 

4-1-1-4 
ゼロエミッション地域（工場、工業団地）

づくりの支援 

今後、深輪産業団地拡張整備を進めるた

め支援策を検討する。 

4-1-2-1 
販売店への容器等の回収ボックスの設置

促進 

販売店への容器等の回収ボックス設置を

促進する。 

4-1-2-2 
容器包装（紙製、プラスチック製等）分

別収集の促進 

容器包装（紙製、プラスチック製等）の

分別収集を促進する。 

4-1-2-3 古紙・古書、布類等の回収活動の促進 
古紙・古書、布類等の回収活動を促進す

る。 

4-1-2-4 
リサイクル推進員及び連絡協議会の活動

促進 

リサイクル推進員及び連絡協議会の活動

を促進する。 

4-1-2-5 資源回収団体の育成支援の強化 資源回収団体の育成支援を強化する。 

4-1-2-6 学校給食の生ごみの活用 
学校給食の残渣物を家畜の飼料としてリ

サイクルを実施する。 

4-1-2-7 ３Ｒの推進 

３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク

ル）について、啓発・情報提供を行い、

ごみ減量化を図る。 

4-1-3-1 
一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本

計画）の推進 
一般廃棄物処理基本計画を推進する。 

4-1-3-2 事業者に対する製品材質表示の協力要請 
事業者に対する製品材質表示の協力を要

請する。 

4-1-3-3 
ごみの不法投棄、不当な野積み、野焼き

の監視強化 

ごみの不法投棄、不当な野積み、野焼き

の監視強化として巡回指導する。 
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施策体系 具 体 的 な 施 策 実 施 内 容 

4-1-3-4 ごみのポイ捨て禁止条例等の制定 
ごみのポイ捨て禁止条例化等に向けて検

討を行う。 

5-1-1-1 
ごみの自家焼却・野焼きの廃止指導の徹

底と監視パトロール体制の強化 

ごみの自家焼却・野焼きの廃止指導の徹

底と監視パトロール体制を強化する。 

5-1-1-2 
事業者及び公共施設での緑化の推進・基

準づくり 

事業者及び公共施設での緑化の推進・基

準づくりを行う。 

町内全公共施設にグリーンカーテンの設

置を推進する。 

事業所においても緑化の推進を依頼す

る。 

5-1-2-1 

ＰＲＴＲ（化学物質排出移動量届出）等

を活用した有害化学物質に関する情報収

集、情報提供の推進 

ＰＲＴＲ（化学物質排出移動量届出）等

を活用した有害化学物質に関する情報収

集、情報提供を推進する。 

5-1-2-2 
事業所等における有害化学物質の危機管

理を含む管理強化 

事業所等における有害化学物質の事故防

止や危機管理などについて、県と連携し

て指導していく。 

5-1-2-3 発生源施設に対する立ち入り調査の実施 
発生源施設に対する立ち入り調査を実施

する。 

5-1-2-4 公害防止施設の設置指導 公害防止施設の設置指導を実施する。 

5-1-2-5 
シックハウス症候群に関する啓発、建築

事業者への指導 
建築確認時に審査を行い指導する。 

5-1-2-6 
公共施設への有害化学物質含有建材の使

用抑制 

公共施設の新築、改築、改修時に有害化

学物質含有建材の使用を抑制する。 

5-1-2-7 環境にやさしい製品のＰＲ推進 
環境にやさしい製品を幅広く啓発・広報

する。 

6-1-1-1 
省エネルギーに関する情報発信、意識啓

発 

省エネルギーに関する情報発信を積極的

に行い環境意識の向上を図る。 

6-1-1-2 
電気、ガス、水道の平均使用量及び基準

値達成度の調査・公表 

電気・ガス・水道等の使用量を積極的に

削減し、温室効果ガス発生を減らす。 

6-1-1-3 
省エネ型機器・製品の購入奨励及び、助

成制度導入検討 

省エネ型機器等の情報提供を行い、省エ

ネ型機器への買い替え等を促す。また、

助成制度（エコポイントなど）について

も検討する。 

6-1-1-4 
公共施設での率先した省エネルギーの取

組の推進 

公共施設での率先した節電等の取り組み

を行う。 

6-1-2-1 公共施設への新エネルギー設備の導入 
新たに整備される公共施設への新エネル

ギー設備を積極的に導入する。 
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施策体系 具 体 的 な 施 策 実 施 内 容 

6-1-2-2 
太陽熱利用、太陽光発電などの新エネル

ギー設備の導入促進 

住宅用太陽光発電システム設置費補助金

の維持・設置数の普及を推進する。 

6-1-2-3 次世代自動車の導入促進 
次世代自動車（ＥＶ車、ＰＨＶ車など）

の普及啓発や導入促進を行う。 

6-1-2-4 
休耕地の有効利用によるエネルギー作物

栽培の検討 

休耕地の有効活用によるエネルギー利用

目的の資源作物（バイオマス）栽培を検

討する。 

6-1-2-5 
町有財産の有効活用による大規模太陽光

発電所の誘致等の検討・実施 

町有財産を有効活用するため、町有地（土

地、屋根）の貸付など行い、太陽光発電

施設の誘致に向けて検討する。 

6-1-3-1 
地球温暖化に関する情報提供、意識改革、

行動指針の研究 

エコライフデー実施等、地球温暖化に関

する情報発信を行い、意識改革を促進す

る。行動指針についても内容を研究する。 

6-1-3-2 庁内の地球温暖化対策実行計画の推進 

グリーン購入の組織的な推進、冷暖房の

温度設定や緑のカーテンの普及、次世代

自動車の導入など環境負荷低減に向けた

取り組みを行う。 

7-1-1-1 
公共交通の利用促進に関する調査・研

究・要請 

巡回バスの利便性の向上を図るため、停

留所の見直しを実施する。 

7-1-1-2 公設の巡回バスのルート見直し等の検討 
アンケートなどにより、住民意向を確認

する。 

7-1-1-3 

『ぐるっと埼玉サイクルネットワーク 

道の駅アグリパークゆめすぎとと七福神

を巡るルート』の維持管理及び情報提供 

『ぐるっと埼玉サイクルネットワーク 

道の駅アグリパークゆめすぎとと七福神

を巡るルート』の維持管理及び情報提供、

利用促進を行う。 

7-1-1-4 駅周辺の自転車駐車場の利用促進 

放置されないように立哨指導を行い、自

転車駐車場の利用促進と維持管理をす

る。 

7-1-2-1 
ユニバーサルデザインを導入した歩道の

整備 

ユニバーサルデザインを導入した歩道整

備を推進する。 

7-1-2-2 
信号機、道路反射鏡等の交通安全施設の

整備 

危険箇所の改善を図るために、警察と連

携し、信号機などの交通規制及び交通安

全施設の整備を行う。 

7-1-3-1 

公用車数の削減、並びにＥＶ車、ＰＨＶ

車などの次世代自動車の普及推進（公用

車採用時） 

公用車を購入する際に次世代自動車の購

入を検討する。 

予算編成時や個別に購入する際に要請す

る。 
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施策体系 具 体 的 な 施 策 実 施 内 容 

7-1-3-2 
ＥＶ車、ＰＨＶ車などの次世代自動車の

急速充電施設等の誘致 

国道４号線等交通量の多い沿線に充電イ

ンフラの整備を推進する。 

7-1-3-3 
アイドリングストップ運動、エコドライ

ブの推進 

アイドリングストップ運動、エコドライ

ブを推進する。 

7-1-3-4 
幹線道路への植樹帯の設置または設置要

請 

国道・県道部の植樹帯の設置要請及び町

道幹線道路への植樹帯の設置を検討す

る。 

7-1-3-5 
幹線道路及び主要交差点における大気汚

染調査の実施検討 

幹線道路及び主要交差点における大気汚

染調査の実施を検討する。 

8-1-1-1 
街並み景観のホームページへの掲載の検

討 
建築確認時に審査を行い指導する。 

8-1-1-2 住民によるまち再発見の機会創出 

杉戸町の風土や歴史に関する講座・講演

会などの開催を通じ、町の魅力の再発見

や町民の郷土愛の育成を図る。 

8-1-1-3 
地域文化の活動支援や歴史的遺産の保

存、管理 

町内に存在する国・県・町指定文化財の

適切な保存管理と保存団体や個人所有者

への支援を行う。 

平和祈念事業を実施する。 

夏祭り、流灯祭などに対する活動支援を

実施する。 

8-1-2-1 屋外広告物、自動販売機の規制の実施 

埼玉県屋外広告物条例の許可申請に基づ

く、受付・審査・許可を行う。 

町道にある、違法な立て看板・張り紙の

撤去作業を行う。 

8-1-2-2 景観に配慮したごみ集積所の検討・設置 
景観に配慮したごみ集積所の検討・設置

を行う。 

8-1-2-3 
まちの顔となる道路・地区での電線の地

中化、移設等の対策推進 

東口通り線の検討の中で、電線の地中化

を検討する。 

8-1-2-4 駅周辺の放置自転車の撤去と指導の徹底 
駅周辺の放置自転車禁止区域において立

哨指導及び撤去作業を行う。 

8-1-2-5 
地区計画制度の有効活用による個性豊か

な優れた景観づくりの展開 

快適な住宅環境の形成、維持、保全を図

るため、高野台地区、高野団地地区、深

輪産業団地地区において土地利用の方

針、建築物等の整備の方針等を定めてお

り、当該計画に基づき、区域内の計画内

容の届出を受理し、内容が適合している

か否かの審査を行う。 
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8-1-2-6 
樹木や空き地の計画的管理（剪定・消毒・

草刈等）と周辺住民への周知の徹底 

樹木や空き地の計画的管理（剪定・消毒・

草刈等）と周辺住民への周知を徹底する。 

8-1-3-1 
緑化活動団体（ボランティアなど）と連

絡する組織の支援 

町コミュニティづくり推進協議会への支

援を行う。 

8-1-3-2 
杉戸花いっぱい運動ボランティアの活動

支援 
助成事業の啓発・周知を行う。 

8-1-3-3 
公園サポーター（ボランティア）の募集・

活動支援 

ボランティア清掃に関して、支援を行う

（ごみ袋の配布・回収）。サポーターの

募集を行う。 

8-1-3-4 
公園に関する情報発信の推進（まちの公

園だよりの作成・配布） 

都市公園（17施設）について、ホームペ

ージを活用して、情報発信をしていく。 

8-1-3-5 
民間団体等への緑化活動支援、活動地提

供 

民間団体等への緑化活動支援の実施、活

動場所を提供する。 

8-1-4-1 
犬のフンの放置、ごみのポイ捨て対策の

徹底、条例化の検討 

犬のフンの放置、ごみのポイ捨て対策の

徹底、条例化について検討する。 

8-1-4-2 環境美化活動の計画の策定 環境美化活動の計画を策定・検討する。 

8-1-4-3 
警察との協力体制のもと交通安全啓発の

推進 

高齢者の交通事故が多発していることか

ら、杉戸警察並びに春日部自動車教習所

との協働により、65歳以上を対象とした、

安全運転体験講習を実施する。 

8-1-4-4 
公共施設等への率先したユニバーサルデ

ザインの導入 

公共施設等への率先したユニバーサルデ

ザインの導入意識の啓発を行う。 

8-1-4-5 空間放射線量の測定・情報提供 
空間放射線量を定期的に測定し、住民の

安心・安全に努め、公表を行う。 

9-1-1-1 
ホームページや広報すぎと等を活用した

環境情報の提供・充実 

広報すぎとやホームページ、「すぎめー。」

などを活用し、環境情報を定期的に提供

する。 

9-1-2-1 
総合的な学習の時間で環境問題への取組

の拡充 

年間指導計画に環境教育を位置づけ、総

合的な学習の時間における環境教育を充

実させる。 

9-1-2-2 
自然体験（作物栽培・動物飼育等）を重

視した環境教育の推進 

みどりの学校ファームを活かした自然体

験を通した環境教育を充実させる。 

9-1-2-3 
子どもたちを主体とする環境保全活動の

推進 

子どもたちを主体とする環境保全活動を

推進する。 

9-1-2-4 
各学校における環境教育主任をリーダー

とする環境教育の推進 

各学校における環境教育主任をリーダー

とする環境教育を推進する。 
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9-1-2-5 
県作成資料等の環境教育資料としての有

効活用 

県作成資料等の環境教育資料として有効

活用する。 

9-1-2-6 
国、県、事業者等の環境活動実践リーダ

ーの活用 

イベントやセミナー等において環境活動

実践リーダーを活用する。 

9-1-2-7 
環境保全活動組織（ＮＰＯ等）の設立・

活動支援 

ＮＰＯやボランティア活動団体などの役

割や地位向上のための啓発、環境保全活

動組織（NPO、区、自治会、ボランティア

等）の活動支援を行う。 

9-1-2-8 環境フェア（イベント等）の開催 
環境の保全に関するイベントへの積極的

な参加を促す。 

9-1-2-9 
定期的な自然観察会、環境に関する講

座・学習会の開催 

定期的な自然観察会、環境に関する講

座・学習会を開催する。 

9-1-2-10 
学校におけるビオトープを通した環境教

育の推進 

大島新田調節池を中心にビオトープを活

用した環境教育を推進する。 

9-1-3-1 
住民、事業者、住民団体からなる組織づ

くりの推進 

組織づくりの前段として保全活動を実施

する。 

9-1-3-2 
町内の環境団体・人材の把握、情報整理、

活動紹介 

町内の環境団体・人材の把握、情報整理、

環境活動をホームページなどで紹介す

る。 

9-1-3-3 住民ボランティア制度の仕組みづくり 
分野ごとのボランティア活動体験（教室）

を開催する。 

9-1-3-4 こどもエコクラブの活動支援 

こどもエコクラブの活動支援及びこども

エコクラブ加入者への情報提供、並びに

未加入者への加入促進を行う。 

9-1-3-5 
住民参加での環境施策決定のシステムづ

くりの検討 

環境審議会へ毎年度実績報告を行い、ご

意見をいただく。 

環境に関する町民会議の検討をする。 

9-1-3-6 
町独自の環境マネジメントシステムの管

理運営 

環境保全に関する実施状況を確認・見直

しを行い、環境施策に取り組む。 

9-1-3-7 内部環境監査体制の充実 
環境マネジメントシステムが効率的に実

施されているか継続的に監査を行う。 

9-1-3-8 
公的な環境管理（公害等）体制の設置検

討 
公害等の苦情に対し、適正に処理を行う。 

9-1-3-9 
環境監視が適正に行える行政内部体制の

見直し 

独自 EMSの適正運用を図るため、環境管

理委員会の設置を定期的に行う。 

9-1-3-10 
町議会での環境への取組強化に向けての

働きかけ 
議員に対し、環境への情報提供を行う。 
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10-1-1-1 
国道４号バイパスにおける交通公害の緩

和、植樹帯の設置の国への要請 

引続き東埼玉道路建設期成同盟会等を通

じて国へ要望活動を実施する。 

国道４号バイパスにおける植樹帯の設置

の国への要請を行う。 

10-1-1-2 
大気汚染物質削減のための自動車対策の

推進 

広域連携によるディーゼル車の排出ガス

規制の推進をする。 

県・近隣市町との広域連携によるディー

ゼル車の排ガス規制の推進をする。 

10-1-1-3 
河川流域市町との連携による河川クリー

ン活動の実施 

国・県・近隣市町との合同・連携による

河川のクリーン作戦を実施する。 

10-1-1-4 

河川上流域への支援を通じた交流と森林

整備の実施（水道水源の森林保全のため

の協力体制づくりの推進） 

森林づくりを整備する。 

10-1-1-5 
不燃・粗大・資源ごみの広域処理実施の

検討 

不燃・粗大・資源ごみの広域処理実施を

検討する。 

10-1-2-1 
公共事業における外材・熱帯材の使用削

減 

公共施設の新築、改築、改修時に外材・

熱帯材の使用抑制及び国産材・県産材の

積極的使用を推進する。 

10-1-2-2 海外交流事業における環境情報の交換 
海外交流事業における環境情報を交換す

る。 

10-1-2-3 
S.L.C.A.（杉戸言語文化アドバイザー）

との触れ合いを通した環境学習の実施 

S.L.C.A.（杉戸言語文化アドバイザー）

との触れ合いを通した環境学習を実施す

る。 

 


