
基本目標１

自然環境と調和するうるおいのある都市
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事 業 No １

担 当 課 農政課・みどりと水のまちづくり課

基本目標① 自然環境と調和するうるおいのある都市 基本目標②

事 業 名 生物多様性のだ戦略の推進

新継区分 新規 ・ 継続

●事業の目的・概要

自然再生、生物多様性の指針となっている「生物多様性のだ戦略」の計画期間が令和２年度で終了するこ

とから、新たな次期計画を策定する。

生物多様性の取組のシンボルであるコウノトリは、野生下で全国 100羽を超え、かつ、野田市が放鳥した

個体も関東圏内で長期滞在、活動する様子があることから、市内にコウノトリが定着、営巣できる環境づく

りを強化し、野生下のコウノトリの市内（当面は江川地区）での可視化とその常態化を目指す。

また、江川地区における取組を継続しつつ、他の地域で生物多様性の保全された地域づくりを広げるため、

新たな事業実施地区の検討を行うとして、令和２年度までの間に尾崎地区の休耕田において、ビオトープの

適正性の検証を行い、その結果適正性が認められれば、新たな拠点として位置付け、事業に取り組む。

さらに、その一環として、関宿落堀の水質改善やふゆみず田んぼの取組を通して、多種多様な魚類や水生

昆虫などの再生を目指す。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度別

事業内容

〇生物多様性のだ戦略の推進

・計画期間が切れるのだ戦略

改訂版の策定を行う。

〇生物多様性の保全

・コウノトリの飼育及び保護

増殖事業

・コウノトリと共生する協議

会の支援

・関東自治体フォーラム

〇自然環境の保護

・条例による樹林地保存事業

・江川地区の環境保全、維持

管理事業

・尾崎地区のビオトープ化適

性調査事業

〇関宿落堀水質浄化事業

〇ふゆみず田んぼ事業

同左 ⇒⇒⇒

〇新生物多様性のだ戦略の推進

・事業計画に基づく各事業の推

進

〇生物多様性の保全

・コウノトリの飼育及び保護増

殖事業

・コウノトリと共生する協議会

の支援

・関東自治体フォーラム

〇自然環境の保護

・条例による樹林地保存事業

・江川地区の環境保全、維持管

理事業

・尾崎地区のビオトープ化適性

調査事業

〇関宿落堀水質浄化事業

〇ふゆみず田んぼ事業
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事 業 No ２

担 当 課 農政課

基本目標① 自然環境と調和するうるおいのある都市 基本目標② 活力とにぎわいに満ちた都市

事 業 名 農産物ブランド化推進事業（枝豆、黒酢米）

新継区分 新規 ・ 継続

●事業の目的・概要

市内で生産される農産物について、認定の基準を満たしたものを野田ブランド農産物として認定し、付加価

値を高めることで販路の拡大を図り、もって消費者に信頼される安全で安心な農産物の生産を推進する。

具体的には

・野田市農産物のブランド化を推進

・玄米黒酢を使用した水稲栽培の推進

等を実施している。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度別

事業内容

〇野田市農産物のブランド化

の推進のため、枝豆と黒酢米

の PR及びブランド農産物認

定の実施

〇玄米黒酢を使用した水稲栽

培の推進を図るため、ヘリコ

プターによる玄米黒酢の散

布 同左 ⇒⇒⇒ 同左 ⇒⇒⇒
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事 業 No ３

担 当 課 農政課

基本目標① 自然環境と調和するうるおいのある都市 基本目標②

事 業 名 堆肥センター周辺対策

新継区分 新規 ・ 継続

●事業の目的・概要

野田市内で発生する廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するために市内で発生する剪定枝、草、落ち葉、

もみ殻等を活用して良質な堆肥を生産し、化学肥料の減量等による環境保全型農業を推進することにより、

付加価値のある持続性の高い農業の振興に寄与する。

また、周辺に対する影響も踏まえ、堆肥センターの処理能力に応じた適正処理を継続していくため、搬入

量の分析、検証を行い、搬入量の適正化を図る。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度別

事業内容

〇配付に適さない未完熟堆肥

の処理

〇搬入量適正化に向けた抜本

的な見直しの検討

〇暫定的な搬入量制限の実施

〇搬入量適正化に向けた抜本

的な見直しの検討

〇暫定的な搬入量制限の実施

〇搬入量適正化の実施
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事 業 No ４

担 当 課 清掃管理課

基本目標① 自然環境と調和するうるおいのある都市 基本目標②

事 業 名 野田市関宿クリーンセンター解体工事

新継区分 新規 ・ 継続

●事業の目的・概要

野田市関宿クリーンセンターは、古布内・桐ケ作地区の環境を守る会こと関宿町ゴミ処理場建設反対同

盟から稼働停止について訴訟を提起され、平成 20年８月６日に和解した。

その和解条項に基づき、平成 26 年３月末日をもって稼働停止したが、稼働停止後に「可及的速やかに収

去する」とされていたことから、施設の解体工事を令和２年度から３年度にかけて行う。

また、解体後の跡地利用については、関宿町ゴミ処理場建設反対同盟等と協議し、検討していく。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度別

事業内容

〇財産廃止届作成委託業務 〇解体施工監理委託業務

〇関宿クリーンセンター解体

工事

同左 ⇒⇒⇒
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事 業 No ５

担 当 課 下水道課

基本目標① 自然環境と調和するうるおいのある都市 基本目標②

事 業 名 公共下水道（汚水）の整備

新継区分 新規 ・ 継続

●事業の目的・概要

公共下水道の整備については、座生川や利根運河等の水質改善を図り、人口密集地域や認可区域の継続的

な面整備の促進に努めている。

毎年、整備面積約 25ha、下水道整備率（人口）約 0.4％、下水道人口普及率 0.5％の進捗を図る。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度別

事業内容

〇面整備

〇幹線整備

[整備]

整備面積 49.44 ha

整備延長 4.91 km

下水道普及率 66.72 ％

同左 ⇒⇒⇒

整備面積 27.04 ha

整備延長 5.26 km

下水道普及率 67.24 ％

同左 ⇒⇒⇒

整備面積 21.45 ha

整備延長 6.00 km

下水道普及率 67.83 ％
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事 業 No ６

担 当 課 管理課

基本目標① 自然環境と調和するうるおいのある都市 基本目標②

事 業 名 くり堀川の整備

新継区分 新規 ・ 継続

●事業の目的・概要

下水道整備計画と並行して排水不良地区（日の出町及び周辺地区）を解消するための河川整備を行う。

工事延長 L＝1,199ｍ

（ボックスカルバート L＝806ｍ、開渠 L＝317ｍ）

（取付護岸 L＝76ｍ、用地買収 A＝5,364.23㎡）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度別

事業内容

〇下層ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設

4,100×3,300 L=30ｍ

〇法面補修工事

L=30ｍ

〇下層ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設

4,100×3,300 L=30ｍ

〇橋梁下部改修、付帯工事

L=20ｍ

〇下層ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設

4,100×3,300 L=19.5ｍ

〇法面補修工事

L=19.5ｍ
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事 業 No ７

担 当 課 管理課

基本目標① 自然環境と調和するうるおいのある都市 基本目標②

事 業 名 排水路の整備・管理

新継区分 新規 ・ 継続

●事業の目的・概要

下水道整備計画と整合を図りながら、排水不良地区を解消するため、河川並びに排水路及び管渠の整備を

行う。

さらに、快適な住環境をつくるため、排水未整備区域に排水施設を整備する。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度別

事業内容

〇西三ケ尾排水整備

（物件調査）

〇六丁四反調整池築造

（用地買収 A=3,062㎡）

〇柏寺排水路

〇蕃昌宮前排水整備

（舗装本復旧 A＝3,450㎡）

〇中里込角排水整備

（U型水路 1,500×1,500

L=30ｍ）

〇谷津水路浚渫工事

〇西三ケ尾古和清水調整池築

造

（測量調査設計、調整池工事

V=1,000㎥）

〇中里五駄排水整備

〇西三ケ尾排水整備

（物件補償）

〇六丁四反調整池築造

（掘削工 V=4,500㎥）

〇柏寺排水路

（測量調査、設計）

〇蕃昌宮前排水整備

（R１完成）

〇中里込角排水整備

（U型水路 1,500×1,500

L=30ｍ）

〇上花輪新町排水整備

（VUφ500 L=95ｍ）

〇谷津水路浚渫工事

（浚渫 L=130ｍ）

〇西三ケ尾古和清水調整池築

造（R１完成）

〇中里五駄排水整備

（測量調査、設計）

〇西三ケ尾排水整備

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋改修）

〇六丁四反調整池築造

（掘削工 V=4,500㎥）

〇柏寺排水路

（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋改修）

〇蕃昌宮前排水整備

（R１完成）

〇中里込角排水整備

（U 型水路 1,500×1,500

L=30ｍ）

〇上花輪新町排水整備

（R２完成）

〇谷津水路浚渫工事

（浚渫 L=130ｍ）

〇西三ケ尾古和清水調整池

築造（R１完成）

〇中里五駄排水整備

（側溝改修U500、U300 L=290

ｍ）
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事 業 No ８

担 当 課 下水道課

基本目標① 自然環境と調和するうるおいのある都市 基本目標②

事 業 名 阿部沼雨水幹線の整備

新継区分 新規 ・ 継続

●事業の目的・概要

関宿地区（阿部沼第１排水区内、宝珠花地区）の浸水被害の軽減を目的とした雨水対策として、阿部沼第

１号調整池、阿部沼第２調整池及び阿部沼第３調整池並びに雨水幹線の整備を行うもの。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度別

事業内容

〇幹線整備

[整備]

調整池用地取得

工事委託

整備率 3.18％

同左 ⇒⇒⇒

[整備]

調整池築造

整備率 5.94％

同左 ⇒⇒⇒

[整備]

調整池築造

整備率 10.79％
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事 業 No ９

担 当 課 下水道課

基本目標① 自然環境と調和するうるおいのある都市 基本目標②

事 業 名 南部１号幹線の整備（下流部）

新継区分 新規 ・ 継続

●事業の目的・概要

桜木地区（南部２排水区）の浸水被害の軽減を目的とした雨対策として、南部２排水区の雨水幹線の整備

を行う。

令和元年度 令和２年度 令和３年度

年度別

事業内容

〇幹線整備

[整備]

幹線工事

整備延長 17.0ｍ

整備率 20.48％

同左 ⇒⇒⇒

[整備]

幹線工事

整備延長 70.0ｍ

整備率 31.59％

同左 ⇒⇒⇒

[整備]

幹線工事

整備延長 70.0ｍ

整備率 42.70％



