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１-１ 本市の環境行政の動向                      

■牧之原市環境基本条例の制定 

本市の自然的社会的条件に応じた施策を総合的かつ計画的に推進し、もって良好な環境

を実現し、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に平成

20（2008）年３月28日に牧之原市環境基本条例を策定しました。 

 

■牧之原市環境基本計画の策定 

「牧之原市環境基本条例」第10条の規定に基づき、環境の保全及

び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成21

（2009）年３月に第１次牧之原市環境基本計画を策定しました。第

１次計画では、「うみ・そら・みどりと共生するまち“まきのはら”」

を望ましい環境像として掲げるとともに、多岐にわたる環境施策を

総合的・計画的に推進してきました。また、中間時に当たる平成24

（2012）年度には、環境指標や取組内容の見直しを行った改訂版を

策定しました。更に、平成28（2016）年には、第２次牧之原市環境

基本計画を策定し、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を計画

に組み込みました。 

 

■牧之原市総合計画の策定 

本市では平成26（2014）年度に策定された「第２次牧之原市総合

計画」が平成27年度から令和４年度の期間で推進され、令和４（2022）

年度には第３次牧之原市総合計画後期基本計画が策定されました。

まちづくりの理念は「ＲＩＤＥ ＯＮ ＭＡＫＩＮＯＨＡＲＡ  夢に

乗るまち 牧之原 」、将来都市像は「豊かな自然を活かした 心豊か

でアクティブな暮らしが実現できるまち」で、基本計画の政策体系

は「健康福祉」、「教育文化」、「産業経済」、「都市基盤」、「生

活環境」、「防災」、「市政経営」の７つで構成されます。本計画

はこのうち、主に「生活環境」の分野を補完する計画となります。 

 

■牧之原市地球温暖化防止実行計画（区域施策編、事務事業編）の策定 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、区域施策編は

地域における地球温暖化対策の推進のため、事務事業編は地球温暖

化対策計画に即して、地方公共団体の事務事業に伴う温室効果ガス

の排出量の抑制等を推進するため、温室効果ガスの排出の量の削減

並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定し

ています。本市においては、区域施策編は平成28（2016）年に環境

基本計画と併せて策定が行われており、事務事業編は、第４期計画

が令和４（2022）年３月に策定されました。 
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■ゼロカーボンシティ宣言 

本市は、令和３（2021）年１月、令和32（2050）年までに温室効果ガス排出量を実質ゼ

ロとするゼロカーボンシティを宣言しました。市民・事業者・滞在者・行政が協働のもと、

二酸化炭素の実質排出量ゼロに向けた取り組みを推進していきます。 

 

■一般廃棄物処理基本計画 

市内の一般廃棄物の基本的な処理方針を掲げた一般廃棄物処理基本計画は、平成18

（2006）年度に策定されました。本計画はごみだけでなく、し尿の処理を含んだ計画であ

り、おおむね５年ごとに見直しを行います。平成28（2016）年度に策定した第２次牧之原

市一般廃棄物処理基本計画は、令和４（2022）年度に中間見直しを行いました。 
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2-１ 新型コロナウイルス感染症の世界的流行              

令和元（2019）年９月に中華人民共和国湖北省武漢市で確認された新型コロナウイルス

（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）の感染により、急性呼吸器疾患（ＣＯＶＩＤ－19）の世界的流

行が発生しました。世界各地でロックダウン（都市封鎖）や入出国制限、オリンピックの

開催延期が余儀なくされました。我が国においても都市部を中心に令和２（2020）年４月

から令和３（2021）年９月にかけ４回の緊急事態宣言が発出され、対象区域の国民の外出

自粛要請などが行われました。経済活動は大きく下落し、人々の生活様式も一変する最中

にあり、地球温暖化を始めとする環境問題への人々の関心が薄れることが懸念されます。 

新型コロナウイルス感染拡大からの経済復興に当たり、環境や社会よりも経済政策を優

先させるのではなく、むしろこの機会をきっかけにサーキュラーエコノミー*(用語集)の実現を

含めた脱炭素*(用語集)に向けた気候変動対策を更に推し進め、生態系*(用語集)や生物多様性*(用語

集)の保全を通じて災害や感染症などに対してもよりレジリエントな社会・経済モデルへと

移行していくという「グリーンリカバリー*(用語集)」の考え方が広まっています。 

 

２-２ パリ協定                            

 平成 27（2015）年 11月、フランス・パリでＣＯＰの第 21回会議である「ＣＯＰ21*（用語

集）」が開催され、令和２（2020）年以降の法的枠組みである「パリ協定*（用語集）」が採択さ

れました。パリ協定は、平成 17（2005）年２月に発行された「京都議定書*（用語集）」に代わ

る令和２（2020）年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組です。 

 パリ協定では、産業革命前からの世界の平均気温上昇を２℃未満に抑えることを目標と

するほか、1.5℃未満を目指す努力を行うことについても言及されています。そして、その

目標達成のため、各国が決めた貢献案を５年ごとに更新・提出すること等が定められまし

た。 

 

2-３ カーボンニュートラル、脱炭素、温室効果ガス 46%減        

令和２（2020）年 10 月 26日、菅首相は所信表明演説において、令和 32（2050）年カー

ボンニュートラル（温室効果ガスの排出量と吸収量を等しくすることで、実質的な排出量

をゼロにすること）、脱炭素社会を目指すことを宣言しました。更に令和３（2021）年４月

22 日には、令和 12（2030）年度の温室効果ガスの削減目標を平成 25（2013）年度比 46％

削減とし、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続けることを明らかにしました。 

この中で、温暖化への対応は経済成長の制約ではなく、積極的に温暖化対策を行うこと

が、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必

要としました。 

 

2-４ 脱炭素ロードマップ、「先行地域」、国の技術・財政支援等      

令和32（2050）年カーボンニュートラル実現のためには、国と地方の協働・共創による

取組が必要不可欠です。このため、内閣官房長官を議長とする国・地方脱炭素実現会議が

設置され、地域が主役となる、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭素

第２節 社会情勢や環境の変化 
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の実現を目指し、特に令和12（2030）年までに集中して行う取組・施策を中心に、工程と

具体策を示す「地域脱炭素ロードマップ」（令和３（2021）年６月９日国・地方脱炭素実

現会議決定）が策定されました。 

 

2-５ 生物多様性                           

平成４（1992）年に、世界全体で生物多様性の保全に取り組むため「生物多様性条約」

が締結されました。平成 14（2002）年には、生物多様性の損失速度を平成 22（2010）年

までに顕著に減少させる 「2010 年目標」が掲げられましたが、生物多様性の損失速度が

減少しなかったため、目標は達成できませんでした。生物多様性を回復し、健全な状態で

将来世代に引き継ぐため平成 22（2010）年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約

第 10 回締約国会議で採択された 20の個別目標（愛知目標）は、かなりの進捗が見られた

ものの、完全に達成できたものはないと評価されました。 

令和３（2021）年に開催された生物多様性条約第 15回締約国会議（ＣＯＰ15）第一部で

は、新たな世界目標「ポスト 2020 生物多様性枠組」の採択に向けた、「昆明宣言」が採択

されました。 

 

2-６ 食品ロス、海洋プラスチックごみへの対応                               

日本では、まだ食べることができる食品が、日常的に廃棄され、大量の食品ロスが発生

しています。食品ロスは、ＳＤＧｓ のターゲットの１つとして取り上げられるなど、世界

的に解決すべき課題となっています。こういった状況を踏まえ、令和元（2019）年 10 月

に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行され、令和２（2020）年３月には「食品

ロス削減推進法に基づく基本方針」が閣議決定されました。 

また、海洋プラスチックごみによる汚染が、世界全体で拡大していることを受け、国は、

令和元（2019）年５月に「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」、「プラスチック

資源循環戦略」を策定しました。令和２（2020）年７月には、プラスチック製買い物袋が

全国で有料化されました。令和３年６月には、プラスチック使用製品の設計からそれらの

処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの

資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進

等に関する法律」が成立しました。当法に基づき、プラスチックごみの発生抑制・循環利

用等に関する対策が展開されています。 
 



第 1 章 計画変更の背景 

 

 

12 

 
 

3-1 環境指標の達成状況                               

第２次牧之原市環境基本計画で掲げた中間目標年度における環境指標の達成状況を踏ま

えた評価を行います。 

【評価】（令和３（2021）年度の中間目標値に対する 

令和３（2021）年度実績の達成度） 

◎：達成率100％以上 

○：達成率80％以上100％未満 

△：達成率50％以上80％未満 

×：達成率50％未満 

 

■基本目標 1 里山・里地・里海と人をつなぐまち【自然環境】 

指標 単位 

基準 中間目標 現状 

評価 
平成 27 
（2015） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

地域での清掃ボランティア活動
の実施回数 

回/年 33 
37以上 

45 ◎ 

不耕作農地の対策や利活用の取

組に対する市民満足度 
％ 12.8 

16以上 
16.5 ◎ 

鳥獣被害対策によるイノシシ捕
獲数（平成 21年度からの累計） 

頭 
248 

（累計） 
1,440以上 
（累計） 

1,677 
（累計） 

◎ 

自然体験学習の実施 回/年 69 75以上 74 〇 

街並みや周辺の環境・美観への取
組に対する満足度 

％ 34.1 37以上 37.7 ◎ 

自然環境の保全への取組に対す
る市民満足度 

％ 36.8 40以上 41.1 ◎ 

 

■基本目標 2 資源を大切にする心を育むまち【資源循環】 

指標 単位 

基準 中間目標 現状 

評価 
平成 27 
（2015） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

市民1人1日当たりのごみ発生量 
ｇ/

人・日 
843 780以下 858 〇 

ごみのリサイクル率 ％ 27.8 32以上 26.6 〇 

衣類等の拠点回収量 ｔ/年 0 21以上 32 ◎ 

不法投棄の発生件数 件/年 46 45以下 16 ◎ 

ごみの収集、減量化や資源回収な

どの取組に対する市民満足度 
％ 53.9 57以上 54.4 〇 

 

第３節 第２次計画（前期）の評価 
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■基本目標 3 クリーン＆グリーンを広めるまち【生活環境】 

指標 単位 

実 績 中間目標 現状 

評価 
平成 27 
（2015） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

公園・緑地の管理や整備の取組に
対する市民満足度 

％ 28.2 31以上 35.6 ◎ 

グリーンバンクによる花の種・球
根配布団体数 

団体 184 190以上 160 〇 

市民グループの管理する花壇数 箇所 36 40以上 29 △ 

公害苦情発生数 件/年 34 32以下 20 ◎ 

その他衛生苦情発生件数 件/年 841 820以下 624 ◎ 

生活雑排水処理率 ％ 40.3 47以上 53.4 ◎ 

公害防止協定（環境保全協会）の
締結数 

件 38 45以上 37 〇 

河川 BOD基準達成率（夏季） ％ 94.8 95以上 100 ◎ 

河川 BOD基準達成率（冬季） ％ 79.4 85以上 88.9 ◎ 

公害防止対策への取組に対する
市民満足度 

％ 46.3 49以上 52 ◎ 

飼い主のいないネコの不妊去勢
手術費助成数（平成 27年度から
の累積） 

匹 59 500以上 620 ◎ 

■基本目標 4 地球のために行動するまち【地球環境】 

指標 単位 

実 績 中間目標 現状 

評価 
平成 27 
（2015） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

市役所の二酸化炭素排出量 ｔ-ＣＯ２ 2,161 1,930以下 1,640 ◎ 

家庭版環境マネジメント参加世
帯数 

世帯/
年 

31 120以上 152 ◎ 

環境マネジメントシステム取得
事業所数 

事業
所 

51 60以上 57 〇 

再生可能エネルギーによる発電

設備導入容量 
ｋｗ 75,096 83,445 122,750 ◎ 

再生可能エネルギーの活用への
取組に対する市民満足度 

％ 43.8 47以上 46.5 〇 

■基本目標 5 環境への想いをつなぎ育てるまち【環境教育】 

指標 単位 

実 績 中間目標 現状 

評価 
平成 27 

（2015）年
度 

令和３ 
（2021） 
年度 

令和３ 
（2021） 
年度 

環境教室の開催数 回/年 21 30以上 18 △ 

環境リーダーの人数 人 8 10以上 8 〇 

環境キャンペーンへの参加者数 人/年 584 700以上 234 ×※ 

 ※×となった背景：新型コロナウイルス感染拡大防止により参加者が伸び悩んだため 


