
主な数値目標
　７つの分野における環境保全の成果を、わかりやすく把握するために、数値目標をそれぞれ
設定しています（一部抜粋）。

計画の進行管理
　環境保全をスムーズに進行させるために、この計画をPlan（計画）、Do（実施・運用）、
Check（点検・評価）、Action（見直し）の順番で繰り返し、継続的に改善を図っていきます。
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分　野
生活環境

廃棄物

生物多様性

住民参加

水を取り巻く
環境

まちなみ・
風景

地球温暖化と
エネルギー

項　目
野焼きや生活排水への指導件数

年間ごみ排出量

ごみ説法者による出前授業の回数

海や川への一斉清掃への参加者数

汚水処理率

電気自動車用充電器の設置個所

放置自転車撤去台数

体験型観光やジオパークへの参加者
を含む観光客入り込み数

自然観察体験・教室の参加者数合計

水辺環境教室の参加者数

環境保全に関する講演会の参加者数

こどもエコクラブの登録者数

現　状
10件

13,788t

１回/年

約3,400人

58.0％

１ヶ所

８台

20人

約332万人

16人

118人

０人

H35
０件

12,000t

５回/年

増加(H30比)

75.0％

30ヶ所

０台

増加(H30比)

増加(H30比)

増加(H30比)

増加(H30比)

10人

H30
５件

13,000t

３回/年

増加(現状比)

70.0％

20ヶ所

４台

増加(現状比)

増加(現状比)

増加(現状比)

増加(現状比)

５人

◆白浜町環境基本計画の
施策・目標の計画

◆施策などの実施状況の
点検と評価

◆白浜町環境基本計画に
基づいた施策やプロジェ
クトの実施

◆施策や事業の見直しと改善
◆計画の見直し

古紙配合率70％再生紙を使用しています

「みんなで守り、育む 豊かな水と環境のまち しらはま」をめざして
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　白浜町環境基本計画は、白浜町が「やすらぎや快適さを持って暮らすことができる状態」となる
ことをめざして策定されています。そのため、水や大気といった自然環境だけでなく、「歴史的な
風土」、「まちの景観」、「公園や道路の快適さ」といった様々な環境を、よりよくしていくことが大切
です。
　さらには、「環境と経済の両立」、「環境教育の充実」、「省エネルギーに向けての取り組み」についても
取り上げることで、新たな観光手段の創出や、地域住民の主体的な取り組みの促進を図っていき
ます。

Ａ．白浜町の自然・生活の環境や、歴史的な風景をよりよくするため
の計画です。

めざすべき環境像

Ａ．住民・事業者・行政を中心として、町内全体で進めます。

みんなで守り、育む
豊かな水と環境のまち しらはま

Ｑ．白浜町環境基本計画ってなに？ 計画の施策体系

　環境対策は、一人ひとりの小さな取り組みの積み重ねで実現されます。
　本計画においても、施策ごとに住民・事業者・行政がそれぞれ取り組むことを明確にしていきます。
また、地域の様々な団体からの積極的な参加や、学校での環境意識の向上、ボランティア団体の協力
など、町内全体を巻き込んだ環境施策を推進します。

Ｑ．どのように計画を進めていくの？

　本計画は、国の環境基本法（平成５年）と「第四次環境基本計画」（平成24年）、さらには「和歌山県
環境基本計画」など、国や県の計画を踏まえ、環境にかかわる各分野の計画・施策の基本となる
計画です。

　望ましい環境像の実現に向けて、「生活環境」、「廃棄物」、「水を取り巻く環境」、「地球温暖化と
エネルギー」、「まちなみ・風景」、「生物多様性」、「住民参加」という７つの分野において、環境の
保全・活用をみんなで進めていきましょう。

計画の位置づけ

　計画期間は、平成26年度から35年度までの10年計画となります。また、今後の社会情勢の変化や、
新たな法令などの施行など、必要に応じて計画の見直しを図っていきます。

計画期間

（１）大気環境の保全と汚染防止
（２）悪臭防止対策
（３）騒音・振動対策
（４）有害化学物質の環境リスク低減対策
（５）その他の環境被害の防止対策

身近にあるきれいな環境を大切にする
まちをめざして

生活環境

基本目標 取り組むべき施策内容

（１）４Ｒの推進と廃棄物の減量化
（２）廃棄物の適正な処理
（３）循環型社会の構築

ごみを減らし、循環型社会が確立された
まちをめざして

廃棄物

（１）海・砂浜の良好な環境の維持
（２）河川を取り巻く環境の保全
（３）山林の環境保全
（４）生活・事業所排水対策
（５）温泉の保護と適切な利用

きれいで豊かな“水”に育まれる
まちをめざして

水を取り巻く環境

（１）良好な景観の確保
（２）道路・歩道の整備
（３）歴史的遺産・自然遺産の保全
（４）環境保全と観光資源の活用

すべての人が快適に
いきいきと過ごせるまちをめざして

まちなみ・風景

（１）情報の発信・共有体制の構築
（２）環境学習の推進
（３）児童・生徒への環境教室の推進
（４）住民による環境保全活動の推進
（５）事業所・団体組織の活動支援

皆で環境を守り、育んでいく
まちをめざして

住民参加

（１）地球温暖化防止対策の推進
（２）省エネルギーのための取り組み
（３）創エネルギーの推進

地球温暖化とエネルギー
地球環境に優しい低炭素型の
まちをめざして

（１）多種多様な生物への配慮
生物多様性
多様な生き物の息吹を感じ、
自然と共生できるまちをめざして
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生活環境

（１）大気環境の保全と汚染防止
● 排気ガス排出量の少ない電気自動車などの低公害車・低燃費車への買い替えを検討しましょう。
● 野焼きや簡易焼却炉の使用は止めましょう。

（２）悪臭防止対策
● 煙によるにおいの発生を防ぐため、野焼きは止めましょう。
● 排水の垂れ流しを止め、公共下水道などへの接続や、浄化槽への切り替えをしましょう。

（３）騒音・振動対策
● 自動車の急ブレーキ、急発進、エンジンの空ふかしなどは止めましょう。
● 住宅地においては、生活騒音などに注意・配慮をしましょう。

（４）有害化学物質の環境リスク低減対策
● 化学物質を含んだ殺虫剤や除草剤などの使用を減らすように努めましょう。
● 身のまわりの化学物質に関心を持ち、正しく理解しましょう。

（５）その他の環境被害の防止対策
● 隣近所への日照阻害（日が当たらないようにしてしまうこと）に注意しましょう。
● 事業所や工場で屋外照明を設置するときは、光害（周囲を照らし過ぎてしまうこと）に注意しましょう。

水を取り巻く環境

廃棄物

（１）４Ｒの推進と廃棄物の減量化
● リデュース（廃棄物を減らす）、リユース（再使用する）、リサイクル
（再生利用する）に加えて、リフューズ（無駄な物は買わない）や
リペア（修理して使う）を心がけましょう。

● 詰め替え商品の購入や簡易包装に努めましょう。
● 生ごみ処理機を使って、生ごみの堆肥化や減量に努めましょう。
● バザーやフリーマーケットなどを活用して、町内でのリサイクル
を推進しましょう。

（２）廃棄物の適正な処理
● ごみの不法投棄や野焼きを止めましょう。
● ごみの排出や分別のルールを守りましょう。

（３）循環型社会の構築
● 白浜町や関係団体などが開催する啓発イベントなどに参加
しましょう。

● ごみ説法者の出前授業や啓発イベントなどの話題を、家族や
隣近所の人と共有しましょう。

ごみ説法者の小学校への出前授業

白浜町環境保全協議会の集まり

地球温暖化とエネルギー

（１）地球温暖化防止対策の推進
● 地球温暖化に関する情報に関心を払いましょう。
● 事業所や工場では、グリーン購入・グリーン調達に努めましょう。

（２）省エネルギーのための取り組み
● 冷暖房機の適温管理に努め、使わない照明や機器の電源は確実に
切りましょう。

● クールビズやウォームビズなど、空調ではなく服装で体温を調節しま
しょう。

● 家電製品や設備を買い替える際は、省エネ効果の高い製品にするよう
努めましょう。

● 自動車を運転する際は、アイドリングを止めるなど、エコドライブを
心がけましょう。

（３）創エネルギーの推進
● 創エネルギーや再生可能エネルギーの考え方について、正しく理解
しましょう。

● 蓄電池や太陽光発電パネルなどの導入を検討し、すでに導入している
設備は、適切に保守点検を行いましょう。 椿小学校の太陽光パネル

「椿はなの湯」にある電気自動
車用急速充電器

白良浜

（１）海・砂浜の良好な環境の維持
● 海岸などへのごみのポイ捨ては止めましょう。
● 一斉清掃やビーチクリーンイベントなどの地域の環境美化活動
に、呼びかけあって参加しましょう。

（２）河川を取り巻く環境の保全
● 河原や河川へのごみのポイ捨てや、釣り具の放置は止めましょう。
● 一斉清掃には、地域で呼びかけあって参加しましょう。

（３）山林の環境保全
● 水源の森基金に協力しましょう。
● 身近な山林の保全管理に協力しましょう。

（４）生活・事業所排水対策
● 公共下水道などが整備されている地域では、速やかに接続しま
しょう。

● 公共下水道などが整備されていない地域では、合併浄化槽を
設置しましょう。

（５）温泉の保護と適切な利用
● 白浜町の温泉にまつわる文化を正しく理解し、後世に伝えていき
ましょう。

● 源泉の適正管理に努めましょう。

施策の取り組み
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①本計画の正しい理解と協力
②日常生活に伴う環境への負荷の低減

①町が実施する施策への協力
②事業活動に伴う環境への負荷の低減

まちなみ・風景

（１）良好な景観の確保
● 地域の清掃活動や緑化活動に協力して取り組みましょう。
● 景勝地やジオパーク（町内にあるユニークな岸壁や地質）のウォークイベントに参加し、地形や景観に関する
知識を身につけましょう。

（２）道路・歩道の整備
● 私物による歩道や車道の占有や、自転車の放置は止めましょう。

（３）歴史的遺産・自然遺産の保全
● 熊野古道や円月島（高嶋）など、景勝地や文化財などの保全に協力しましょう。
● 祭りなど地域の伝統行事に参加し、受け継いでいきましょう。

（４）環境保全と観光資源の活用
● 体験できる環境学習や観光に参加し、白浜町への愛着を深めましょう。

住民参加

生物多様性

（１）多種多様な生物への配慮
● 天然記念物の保護や、生息地域の保全に協力しましょう。
● 希少な野生動植物の違法な採取は止めましょう。
● オオウナギやウミミズカメムシ、クロサギ、カスミサンショウウオ、
タチバナなどの絶滅が危ぶまれる町内の動植物や、その生息
環境について学びましょう。

● 田畑を荒らすシカやイノシシなどの野生生物の獣害対策を行い
ましょう。

● 事業所や工場では、事業活動による生態系への影響を、できる
限り軽減するよう努めましょう。

円月島

オオウナギの生息地である富田川

白浜町内のジオパーク（三段壁）熊野古道 大辺路富田坂

水辺環境教室の様子

（１）情報の発信・共有体制の構築
● 環境問題や白浜町の環境について、積極的に情報収集に努めましょう。
● 清掃イベント、ごみと環境フェアなどの啓発イベントに参加し、環境について考えるきっかけとしましょう。

（２）環境学習の推進
● 自然教室といった環境学習に参加しましょう。
● 環境問題を考える講演会や省エネセミナー（省エネ対策セミナー）に参加しましょう。
● 事業所や工場においては、従業員への環境教育による環境意識の向上などに努めましょう。

（３）児童・生徒への環境教室の推進
● 自然観察教室、大台ケ原自然探索などの環境学習活動に参加してみましょう。
● 水辺環境教室や観察会などに参加し、白浜町の水を取り巻く環境について学びましょう。

（４）住民による環境保全活動の推進
● 環境に優しいライフスタイルを送り、白浜町の環境保全を推進しましょう。
● 普段から住民同士で情報を交換しあいましょう。

（５）事業所・団体組織の活動支援
● 町内会や白浜町環境保全協議会など、各種団体の活動に参加・
協力しましょう。

● 環境保全活動を通じて、地域の中で積極的に活動に取り組む人
材やリーダーを育成しましょう。

● 事業所や工場においては、顧客や取引業者に環境保全に対する
理解を深めてもらうよう努めましょう。

計画の推進体制
　白浜町（行政）・住民・事業者が連携し、協働して環境保全を推進できるよう取り組むことが必要です。

白浜町
（行政）

①環境保全に関する施策を
総合的かつ率先して実施

②情報や人材、資源など、
住民や事業者をはじめと
するすべての関係者との
連携の仕組みを構築

●環境を取り巻く状況をしっかりと把握
することで体制づくりに活かす
●より効果的な事業の実施に活かす

住民 事業者

連携と協働

施策の取り組み
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