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１．基本的事項
① 計画策定の背景と基本的な方針

内灘町環境基本計画（平成18年策定）を改定します。

■ 改定の背景

・環境や社会状況の変化に対応

・地球温暖化に伴う気候変動対策（二酸化炭素排出量の削減）

・持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）への対応

■ 計画策定の基本的な方針

（１）地球環境の変化、町の現況や町民の意識変化

を反映させ、今後の方向性を明確化

（２）パリ協定、SDGs 及び国や県の上位計画、内灘

町総合計画等、その他の施策と整合

（３）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を

本計画に組み込む

（４）継続的に実行可能で具体的な計画へ改定

② 内灘町が目指すべき環境未来像

前計画において定められた「人にも地球にも優しい内灘」を引き継ぎ、持続可能な開発目標（SDGs：
Sustainable Development Goals）の達成に向け貢献します。

③ 計画の期間

計画全体の目標達成までの期間は、国の政策との整合を図り、9年間（目標年：2030 年）に設定

（約 5年後を目途に必要に応じて計画を見直し）

（2022 年 3 月）

2030 年
計画の公表 点検 見直し

（毎年度）

約 5年後を目途に必要に応じて状況の変化を反映

「人にも地球にも優しい内灘」

の実現

点検
（毎年度）

SDGs（エス・ディー・ジーズ）をご存じですか？
■ 17 のゴール ■

１．基本的事項

環境未来像

人にも・地球にも・優しい・

町民・滞在者 事業者 町（行政） 

協力者（研究機関や大学、事業者など） 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困

を終わらせる

各国内及び各国間の不平等を是正す

る

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び

栄養改善を実現し、持続可能な農業

を促進する

あらゆる年齢のすべての人々の健康

的な生活を確保し、福祉を促進する

すべての人々への包摂的かつ公正な

質の高い教育を提供し、生涯学習の

機会を促進する

ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児の能力強化を行う

すべての人々の水と衛生の利用可能

性と持続可能な管理を確保する

すべての人々の、安価かつ信頼でき

る持続可能な近代的エネルギーへの

アクセスを確保する

包摂的かつ持続可能な経済成長及び

すべての人々の完全かつ生産的な雇

用と働きがいのある人間らしい雇用

ディーセント・ワークを促進する

強靱（レジリエントなインフラ構築、

包摂的かつ持続可能な産業化の促進

及びイノベーションの推進を図る

包摂的で安全かつ強靱レジリエント

で持続可能な都市及び人間居住を実

現する

持続可能な生産消費形態を確保する

気候変動及びその影響を軽減するた

めの緊急対策を講じる

持続可能な開発のために海洋・海洋

資源を保全し、持続可能な形で利用

する

陸域生態系の保護、回復、持続可能

な利用の推進、持続可能な森林の経

営、砂漠化への対処、ならびに土地

の劣化の阻止・回復及び生物多様性

の損失を阻止する

持続可能な開発のための平和で包摂

的な社会を促進し、すべての人々に

司法へのアクセスを提供し、あらゆ

るレベルにおいて効果的で説明責任

のある包摂的な制度を構築する

持続可能な開発のための実施手段を

強化し、グローバル・パートナーシ

ップを活性化する



計画の推進体制

本計画の推進にあたっては、町民・事業者、町（行政）が協働して取り組みを進める必要があります。

② 重点取組と推進プログラム（案）

１）内灘町地球温暖化対策実行計画

本計画では、「内灘町地球温暖化対策実行計画」に重点を置き取り組んでいきます。

２）内灘町の環境に関する意識向上のための取り組み

町（行政）では、地球温暖化対策や環境美化に関する啓発、環境に関する情報発信、各活動への支援を

実施していきます。

③ 計画の進行管理

１）進行管理の基本的な考え方

環境管理システムの基本的なサイクル（PDCA

サイクル）を活用し、公表後 5年を目途とし必要

に応じた計画の更新を行っていきます。

２）施策の実行状況の把握と公表

温室効果ガス（CO2）の排出量、環境保全計画に

おける基本方針ごとの指標項目の結果について、

毎年度確認し、内灘町ホームページにて資料を公

表します。

内灘町環境基本計画
内灘町地球温暖化対策実行計画

環境保全計画

内灘町地球温暖化対策地域協議会

内灘町環境審議会

町 民 事業者

町（行政）

国、県、近隣自治体、大学・企業など

計画の実行

進捗確認

提言

取り組みの企画・実行

事務局・連絡調整
計画の実行・支援

境界を越えた 協力・連携

２．内灘町地球温暖化対策実行計画
温室効果ガス（二酸化炭素）排出量削減目標

国の目標との整合を図り、2030年目標年度までに二酸化炭素の削減量46％達成を目指します。

温暖化対策プロジェクト

■ 省エネルギー化と再生可能エネルギー導入の促進

■ 新築・改築時のエネルギー管理システム導入の促進

■ 将来に向けた設備整備計画

電気自動車を利用しやすい環境を整備するため、公共施設や道の駅などへの設置を検討し、町内のコンビ

ニやスーパーなどへの導入を視野に事業者等への啓発を合わせて進めて行きます。

✓ 家族や企業、団体でできる取り組み

・町 民： 新築、建て替え時の断熱化、省エネ化や太陽光発電、電気自動車などの導入

・事 業 者： 設備、機器の見直しによる省エネ化や再生可能エネルギー施設の設置

・町 (行 政 )： 公共施設での省エネ、再エネ導入に加え助成制度等の情報を発信

✓ 日々の生活の中で一人でできる取り組み

・町 民： エコドライブや公共交通機関の利用、グリーンカーテンやクールビズ、ウォーム

ビズなどによる省エネ行動や廃棄物削減による二酸化炭素排出量の削減

・事 業 者： 通勤時の公共交通機関利用や節電などによる省エネ行動、廃棄物のリサイクル

・町 (行 政 )： 公共施設での省エネ行動の実施と取り組みの推進

✓ HEMS（ヘムス）、BEMS（ベムス）

・家庭や事務所のエネルギー消費量を見える化、コントロール

✓ ZEH（ゼッチ）、ZEB（ゼブ）

・建物の断熱性能を向上させもに、高効率な設備による大幅な省エネルギー化

・さらに、再生可能エネルギーを導入

４．計画の推進戦略

温室効果ガス（二酸化炭素）
削減目標 46％（2013 年度比）

2050 年
カーボンニュートラル

2030 年度目標

住宅、事務所等の

徹底した省エネ！

住宅、事務所等の

エネルギー供給が実質ゼロ！

削減量の目安 2.4%／年

２．内灘町地球温暖化対策実行計画

再エネ４％

１０％

３２％

４６％

省エネ

系統電力の排出係数

改善による削減

内訳

本計画で期待する

削減量

 

PDCA 
サイクル 



４．環境保全計画

基本計画１ 環境へ目を向けられる豊かな知識と心を育成

基本計画４ 内灘町でできる地球環境の改善に向けた取り組みを促進

基本計画３ 持続可能な社会の実現に向けた資源循環を構築

基本計画２ 豊かな自然環境や伝統・文化を守るための仕組みを構築

地域視点

人にも

地球にも

優しい

■ 基本方針 3-2 ： 限りある資源の有効利用に努めます

■ 基本方針 3-1 ： 廃棄物の発生量を減らします

■ 基本方針 2-3 ： 歴史を身近に感じ、育んでいきます

■ 基本方針 2-2 ： たくさんの生き物が生息できる環境を保全・創造します

■ 基本方針 2-1 ： 魅力的な海・潟・砂丘などの自然環境を保全します

■ 基本方針 1-3 ： 環境の保全・改善に住民参加で取り組みます

■ 基本方針 1-2 ： 生活環境と心がけの改善のためマナーアップを図ります

■ 基本方針 1-1 ： 環境について学ぶ機会を増やします

■ 基本方針 4-1 ： 海洋汚染の防止に取り組みます

■ 基本方針 4-2 ： 地球温暖化の防止に取り組みます

■ 基本方針 4-3 ： その他の地球環境問題の防止に取り組みます

地域別計画

■ 日本海ゾーン：人間と動植物が共生する海岸の保全

分野視点

■ 河北潟ゾーン：地域交流を通した良好な水環境の創出・活用

■ まちなか生活・伝統文化ゾーン：

■ 干拓地農地ゾーン：環境配慮型の酪農、農業の推進

快適な生活環境の創造と地域の歴史資源の保全・継承持続可能な開発目標
（SDGs：Sustainable Development Goals）

の達成に向け貢献します。

2030 年度目標達成には

みなさんの協力が必要です。

日々の生活、仕事の中で出来ることから！

たとえば・・・

くり返し使える商品を選択
ごみ出しマナーを守りましょう

伝統行事の伝承

公共交通機関の活用

海岸清掃に参加

地域の類型

環境学習の実施
内灘町の

環境をまもる

水辺の適切な利用

リユース、リサイクル

３．環境保全計画


