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資料２－１ 

第５次青森県環境計画取組状況等点検結果の概要 
 

１ 点検の目的 

  第５次青森県環境計画（以下「第５次計画」という。）の進捗状況を把握し、令和

元年度に策定する第６次青森県環境計画策定の基礎資料とするため、第５次計画に掲

げた各施策の取組状況とモニタリング指標を点検しました。 

 

２ 政策・施策別の取組状況とモニタリング指標の概要 

   

   

【施策１ 健全な水循環の確保・水環境の保全】 

施策の概要 ・山、川、海の保全と再生の推進 

・良好な水質・底質、水量、水辺と生物多様性の確保 

・公共用水域における環境基準の達成、維持 

取組状況 

＜きれいな水を育む緑豊かな森づくりの推進＞ 

① 郷土樹種を用いた再造林や複層林※１化、適正な伐採等による森林の適正な整備の推進 

 森林整備を推進するため、高性能林業機械の導入や路網整備を進めるとともに、大型木材加工施設な

ど県産材を有効に活用する施設の立地を支援し、素材生産量は順調に増加しています。 

② 県民参加による自主的な水辺環境や海岸環境の保全、植林活動の推進 

 企業による森づくりについて、県内外の企業に対し具体的な企画提案を行い、森林づくりに係る協定を

５件締結したほか、森林・林業の魅力発信に係る協定を１件締結しました。 

 「ふるさとの水辺サポーター制度」について、広く県民に情報発信を行い、登録数が 140団体から 172

団体に増加しました。 

＜安全・安心な恵みの里づくりの推進＞ 

③ 水田や農業用施設等の適切な保全・管理、荒廃農地の発生防止 

 会議（８ブロック/年）やＨＰにより荒廃農地の発生防止・解消に向けた取組の情報共有を行うとともに、農

業参入企業を訪問し農地の再生利用を促しました（H28～H29：13企業）。 

また、国の交付金を活用し荒廃農地の再生等を支援しました（H29～H30：10.3ha）。 

 農業・農村の持つ国土保全や水源かん養※２などの多面的機能を維持・発揮するため、農地や水路など

の地域資源を維持管理する地域の協働活動を支援しました。 

④ 水生生物等が生息・生育できる環境保全の推進 

 里地里山や田園空間が持つ本来の環境保全を図るため、水生動物等が生息・生育できる自然環境と

調和した水路作りに取り組みました。 

 高潮や海岸侵食を防止するため、１地区で海岸保全施設の整備を実施しました。 

 河川等の改修において、水生生物等が生息・生息できる環境の保全を推進し、多自然川づくりの取組

を実施しました。また、河川環境の整備と保全を適切に推進するため、馬淵川、高瀬川等７河川におい

て魚類調査を実施し、河川の基礎情報の収集整備を図りました。 

政策１ 健やかな自然環境の保全と創造 
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⑤ 環境にやさしい農業※３の推進、家畜排せつ物の適正処理の推進 

 有機農業などの地球温暖化防止や生物多様性保全効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に

対し、「環境保全型農業直接支払交付金（負担割合：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4）」による支援を行いま

した（H28～30：延べ実施件数 110件、延べ面積 2,520ha）。 

 家畜排せつ物の適正管理及び草地等への利用により、化学肥料の使用量低減を図るため、畜産農家

に対し、家畜排せつ物法の管理基準の遵守に係る説明会を実施しました。 

⑥ 汚水処理施設の整備の総合的かつ効率的推進、生活排水対策講習会開催等による普及啓発 

 市町村が行う浄化槽設置事業費の経費の一部を補助することにより、浄化槽の整備促進を図りました

（平成 28年度 25市町村、平成 29年度 27市町村）。 

また、浄化槽設置者に対し、浄化槽法に基づく法定検査の受検指導等を行い、浄化槽の適正な維持管

理を推進しました（平成 28年度受検率：7条検査 87.7％、11条検査 47.3%）。 

生活排水による水質汚濁防止のため、リーフレットを配布し、生活排水対策講習会開催などの啓発活動

を実施しました（平成 28年度～平成 30年度生活排水対策講習会：県内９箇所で開催、参加者 157

名）。 

 農村地域における水質保全のため、農業集落排水事業による整備を促進しました。 

 漁業集落から放流される水質の改善を図るため、市町村が漁業集落排水施設２地区を整備し、１地区

で漁業集落排水施設の暫定供用が開始されました。 

また、漁業集落排水施設の長寿命化のため２地区の機能保全計画書策定をしました。 

 下水道施設の老朽化対策として、耐用年数を超過した設備の改築・更新を実施しました。 

⑦ 休廃止鉱山における坑廃水処理施設・設備の適切な保守・管理 

 県が管理する２鉱山において、半永久的に流出する重金属を含む有害な坑廃水を無害化にする坑廃

水処理事業を実施しました。また、企業が実施する２鉱山の坑廃水処理事業に補助金を交付しました。 

⑧ 野生生物の生息・生育地として重要な湿地・湿原などの保全の推進 

 県が管理するベンセ湿原及びコケヤチ湿原の貴重な自然環境を維持するため、地下水調査を実施す

るとともに、ベンセ湿原の植生を維持するためのヨシの刈払いを実施しました。 

また、ラムサール条約登録地「仏沼」については、「三沢市仏沼保全活用協議会」と連携し、保全と利用

に向けた取組を推進しました。  

⑨ 流域住民等が協働で行う水資源保全活動の支援 

 学校が実施する河川の環境教育に対する支援として、水質の簡易調査キットを配付しました。 

また、ふるさと環境守人（20人）によるふるさとの森と川と海保全地域（全 10地域）の巡視活動や啓発活

動を実施しました。 

⑩ 公共用水域の水質汚濁防止の推進 

 県内の公共用水域水質や地下水の常時監視を実施し、水質汚濁の状況を把握しました（平成 30年度

調査地点：公共用水域 128地点、地下水 94地点）。 

また、工場・事業場の排水基準監視等により公共用水域の水質汚濁防止を推進しました。 

⑪ 湖沼・海域等の水質保全対策の推進 

 十和田湖の水質モニタリングを実施するとともに、十和田湖環境保全会議を開催するなど地域住民に

対する水質保全の意識啓発を行いました（平成 30年度 COD1.4mg/L、透明度 11.9m）。 

また、十和田湖及び流入河川において、水質の保全のための環境調査を実施しました。 
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 十和田湖、赤石川等において、河川環境の保全のための河川環境調査を実施しました。 

＜豊かな水産資源を育む豊穣の海づくりの推進＞ 

⑫ 海岸清掃などによる漁場環境の保全や藻場・魚礁※４の整備 

 漁業者を中心とした県内 16活動組織が、水産多面的機能発揮対策事業により藻場・干潟の保全活動

及び漂流・漂着・堆積物処理を実施しました。 

 漁業者や地域の住民による海浜清掃活動の推進を通して、水資源の重要性に対する県民意識の醸成

を図るため、延べ 27市町村に対して清掃用ごみ袋を配布しました。 

 多様な水産生物にとって良好な生息環境空間を創出するため、小泊漁場ほか 15漁場において、藻場

※５などの増殖場や魚礁漁場の整備を実施しました。 

 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

92 94 94 93 95

26 27 28 29 30

1.5 1.4 1.3 1.4 1.4

                      湖沼の全国平均 3.2 3.2 3.2 3.2 ―

26 27 28 29 30

10.5 12.1 12.8 11.5 11.9

26 27 28 29 30

76.4 77.1 78.1 79.0
8月中旬確定
予定

　　　　　　　　　　　      全国平均 ※　89.5 ※※　89.9 ※※　90.4 ※※　90.9
8月中旬確定
予定

指標名（単位）

十和田湖の水質（汚濁）の状況を示す指標です。「十和田湖水質・生態系改善行動指針」の改善目標値に達
していませんが、湖沼の全国平均を下回っており、横ばい傾向にあります。

④ 汚水処理人口普及率（％）
　
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

十和田湖の水質（清澄さ）の状況を示す指標です。「十和田湖水質・生態系改善行動指針」の改善目標値に
近い値で推移しています。

(H30年度)
1.0mg/L以下

(R7年度)
88.0%以上

② 十和田湖の水質（CODの年間平均値）
（mg/L）
　　　　　　　　　　　　 　 十和田湖

③ 十和田湖の水質（透明度の年間平均値）
（mg/L）
　　　　　　　　　　　　　　十和田湖

(H30年度)
12m以上

目標値

指標の説明

① 公共用水域の環境基準達成率（％）

（BOD※６又はCOD※７)
                    　　　　  青森県

(H30年度)
90%以上

公共用水域（河川、湖沼、海域）の水質汚濁の状況を示す指標です。環境基準達成率は、90％前後で推移し
ており、おおむね良好な状態で推移しています。

県全体の行政人口に対する、下水道・農業集落排水・漁業集落排水・合併浄化槽等の各事業による処理人口
の合計の割合です。汚水処理人口普及率は、着実に増加しています。
※東日本大震災により、H26 は福島県を除く。　※※東日本大震災により、H27～29は福島県の調査不能な市町村を除く。  
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※１ 複層林･･･樹種、樹齢、樹高の異なる樹木で構成される森林のことで、その場所には常に植生が存在するため、

災害防止や水源の涵（かん）養などの森林の有する機能が高度に発揮されているほか、生物の多様性の確保にも

つながります。 

※２ 水源かん養･･･森林の土壌が降水を貯え、河川へ流れ込む水の量を調整し、洪水を緩和することによって川の流

量を安定させたり、雨水をろ過し、水質を浄化したりする機能のことです。 

※３ 環境にやさしい農業･･･土づくりをはじめとして、化学合成農薬や化学肥料の使用を減じるなど、農業生産活動

による環境負荷の発生を低減した農業のことです。また、平成 23 年度からは、炭素貯留効果の高い営農活動等

に取り組む農業者を支援する対策も講じられています。 

※４ 魚礁･･･魚類が寄り集まり、発生及び生育が効率的に行われる生産性の高い漁場を造成するために、コンクリー

トブロック等の耐久性構造物を海底に設置した施設のことです。 

※５ 藻場･･･投石やコンクリートブロック等の着定基質や消波施設等の設置により、海藻類が繁茂した施設のことで

す。魚介類の隠れ場、餌場、産卵場の他、酸素の供給や窒素、リン等の吸収による水質浄化等、生態系を支える

様々な機能を有しています。 

※６ ＢＯＤ･･･Biochemical Oxygen Demand の略で、生物化学的酸素要求量のことです。河川水や工場排水、下水

などの汚濁の程度を示す代表的指標で、水中の有機物が微生物によって分解される際に消費される酸素の量を言

い、mg/ﾘｯﾄﾙで表します。一般的にこの数値が高いほど水が汚れていることを示します。 

※７ ＣＯＤ･･･Chemical Oxygen Demand の略で、化学的酸素要求量のことです。海域や湖沼の汚れの度合いを示

す代表的指標で、水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算し、mg/ﾘｯﾄﾙで表

します。一般的にこの数値が高いほど水が汚れていることを示します。 
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【施策２ 優れた自然環境の保全とふれあいの推進】 

施策の概要 ・優れた自然環境を維持している地域の保全と適切な利用の推進 

・自然公園の適正な利用による優れた自然の風景地の保護と自然とのふれあいの推進 

取組状況 

① 自然環境保全地域の優れた自然環境を維持するため、自然保護指導員が地域内を巡回し、保全状

況を確認するとともに、入山マナーの指導等を行いました。 

② 自然公園の優れた風景や植生等を維持・保全するため、自然公園法及び青森県立自然公園条例に

基づく行為規制を適切に実施するとともに、高山植物等の盗掘防止パトロールや主な自然公園の環

境美化活動を推進しました。 

③ 県立自然ふれあいセンターでは日曜観察会や自然体験教室、白神山地ビジターセンターでは白神

トレッキング等の自然体験事業をそれぞれ開催するなど、優れた自然とのふれあいを促進しました。 

また、白神山地の登山者の安全を確保するため、自然観察歩道の維持修繕等を実施しました。 

④ 奥入瀬（青橅山）バイパス開通を契機に、渓流区間を通行規制することで、自然環境や歴史文化を

保全するとともに、現道を活かして、多くの来訪者がゆっくりと安心して散策できる環境を提供すること

ができました。より多くの観光客に安定的に来訪してもらうためには、観光を中心とする生業の永続化

が必要であり、これを達成するための地域の目指す姿や戦略を「奥入瀬ビジョン」としてとりまとめたと

ころです。 

⑤ 自然とのふれあいを通じて、自然環境保全に対する意識向上と、自然を活用した健康づくりを促すた

め、ウォーキングイベントを開催しました（H28：26人参加 H29：30人参加）。 

⑥ 自然公園が持つ保健休養の役割を伝えるガイド人財育成のためのヘルスツーリズム※８の視点を取り

入れた研修会（H29：16人受講 H30：12人受講）や、自然観察のフィールドや知識を有する自然愛

好者を対象とした新たなガイド人財育成のための研修会（H29：25人修了 H30：18人修了）を開催し

ました。 

⑦ 三陸ジオパーク※９推進協議会に参画し、会議に出席の上、三陸ジオパークの活動推進を図りまし

た。 

⑧ 平成 29年度の日本ジオパーク再審査に当たり、八戸市地域の現地調査に同行し、再認定に向けた

支援をしました。 

⑨ 優れた自然資源に対する地域住民等の理解促進を目的として、地域の自然体験プログラムを企画

運営できる人財を育成するための勉強会を平成 27年度は下北半島、平成 28年度は津軽国定公園

（今別町）で開催しました。 
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◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

25 26 27 28 29

7,748 7,666 7,910 7,816 7,746

25 26 27 28 29

732 731 679 705 779

① 自然公園内観光地点入込客数（千人）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県
－

②

県立自然ふれあいセンターにおける体験プログラムの利用者数で、自然とのふれあい機会への関心を表す一
つの指標です。700人前後の推移となっており、横ばい傾向にあります。

県立自然ふれあいセンターにおける体験プ
ログラム利用者数（人）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

(R5年度)
1,000人

国立・国定・県立自然公園の主要な観光地点の入込者数（暦年集計）で、自然公園の利用状況を表す一つの
指標です。近年、7,800千人前後の推移となっており、横ばい傾向にあります。

指標名（単位）

目標値

指標の説明

 
 

※８ ヘルスツーリズム･･･旅行という非日常的な楽しみの中で、旅行中のトラブルを回避したり、健康回復や健康増

進を図るものをさします。そして旅をきっかけとして、旅行後も健康的な行動を持続することにより、豊かな日

常生活を過ごせるようになることをいいます。  

※９ ジオパーク･･･地球科学的（地史学、地質学、海洋学、鉱物学、火山学、地形学など）に見て重要な自然の遺産

を含む、自然に親しむための公園（通称「大地の公園」）のことです。 

   また、地球科学的に見て重要な特徴を複数有するだけでなく、その他の自然遺産や文化遺産を有する地域が、

それらの様々な遺産を有機的に結びつけて保護や教育、地域振興に利用しながら地域の持続的な経済発展を目指

す仕組みです。 
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【施策３ 森林の保全と活用】 

施策の概要 ・多面的機能が発揮・維持される健全な森林の育成・保全 

・森林資源の適切な利活用の推進 

・森林づくりに対する多様な主体の参加の促進 

取組状況 

① 森林法に基づく保安林の指定を進めるとともに、林地開発の許認可を適切に実施しました。 

② 高性能林業機械の導入や路網整備に支援して適切な森林整備の確保に努めたほか、大型木材加工

施設など県産材を有効に活用する施設の立地を支援したことにより、素材生産量は順調に増加しまし

た。 

③ 関係機関と連携し、松くい虫やナラ枯れ被害木等の駆除や監視を徹底することにより、被害地域の拡

大を防いでいます。 

④ 県産材を使用した木造住宅コンテストの実施や県内外の各種イベントにおいて、県産材のＰＲ用躯体

を展示した結果、約３万人の来場者に対して県産材をＰＲすることができました。 

⑤ 下北地域では森林ウォーキングマップを作成するとともに、体験ウォーキングを実施しました。 

⑥ 上北地域では各地域が自主的に海岸防災林の保全活動を行うよう活動体制を整備するとともに、植

樹祭の実施等により海岸防災林の役割について普及啓発しました。 

⑦ 企業による森林づくりについて、県内外の企業に対し具体的な企画提案を行い、森林づくりに係る協

定を５件締結したほか、森林・林業の魅力発信に係る協定を１件締結しました。 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

3,554 4,063 3,217 3,036 2,139

指標名（単位）

目標値

指標の説明

間伐実施面積（民有林）（ha）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県

(R元年度ま
で毎年度）
7,366ha※

民有林における間伐実施面積を示す指標です。間伐実施面積は、木材需要の落ち込みや補助要件の変更等に
より変動しています。

※　特定間伐等の実施の促進に関する基本方針の目標値
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【施策４ 里地里山や農地の保全と環境公共の推進】 

施策の概要 ・里地里山の重要性について県民等の理解を図るとともに里地里山を次世代に引き継ぐ

取組の推進 

・豊かな生態系や自然とのふれあいなど農業、農地の持つ多面的機能の持続的な発揮

の推進 

・「環境公共」の推進 

取組状況 

① 休耕田を利用したビオトープ※10とその周辺を整備し、小学生を対象とした生き物観察会や農業体験

を実施するなどして農林水産業や生物多様性の認識を深める活動を行いました。 

② 高度な土づくりを実践し、「環境にやさしい農業」に取り組んでいる生産者を「あおもり土づくりの匠」と

して認定し、県主催の研修会に講師やパネラーとして参加するとともに、地域の生産者に土づくり技術

指導を行いました（H28～30：18名認定）。 

③ エコファーマー※１１や特別栽培農産物などの「環境にやさしい農業」の取組拡大を図るため、県外の先

進的取組技術の事例調査（28年度：１事例、29年度：２事例、30年度：２事例）を行ったほか、生産者

との情報交換会（28年度：１回、29年度：２回、30年度：１回）及び既取組者のスキルアップのための

技術研修会（30年度：１回）を開催しました。 

また、環境にやさしい農業の実践を目指す生産者の生産・販売技術の向上や流通事業者等の実需者

への周知を目的として、「エコ農業学校」を開催（28年度：４回、29年度３回、30年度：３回）するととも

に、エコ農産物の生産及び販売を拡大するため、「エコ農産物生産販売推進会議」を（28年度：２回、

29年度：２回、30年度：１回）、消費者及びエコ農産物販売協力店を対象として環境にやさしい農業の

取組紹介や制度に関する「エコ農業出張講座」を（28年度：４回、29年度：５回）開催しました【エコファ

ーマー2,127人（3１年３月末現在）、特別栽培農産物 518ha（計画承認）】。 

④ 本県の農山漁村に、多くの旅行者を呼び込むために、地域の気候風土に根ざした魅力的な観光資源

と農作業体験を合わせたストーリー性のある体験メニューを開発しました。 

⑤ 農業・農村の持つ国土保全や水源かん養などの多面的機能を維持・発揮するため、農地や水路など

の地域資源を維持管理する地域の共同活動を支援しました。 

⑥ 企業による森づくりについて、県内外の企業に対し具体的な企画提案を行い、森林づくりに係る協定

を５件締結したほか、森林・林業の魅力発信に係る協定を１件締結しました。 

⑦ 農業水利施設の整備やほ場整備など農業生産基盤を整備しました。 

⑧ これらの公共事業を契機に、地区環境公共推進協議会の設立に取り組み、協議会設立数が増加しま

した。（H28年度末 207組織⇒H30年度末 258組織） 

⑨ 地区環境公共推進協議会がため池や田んぼの生き物調査を行いました。また、生き物調査の様子や

調査結果をホームページに掲載しました。 

⑩ 整備した魚礁漁場等の管理運営を行う漁業者及び市町村で組織する協議会に参加（18回）し、水産

生物の生息状況等を情報提供しました。 

⑪ 畜産事業実施地区において、畜産農家に対し、整備した公共牧場で開牧前の牧柵補修や放牧時の

衛生検査などの共同作業を実施しました。 
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⑫ ６件の工事で餌料培養基質※１２として間伐材を取り付けた魚礁を用いた漁場整備を実施しました。 

⑬ 畜産事業実施地区において、休耕田や未利用地を活用し、草地や飼料畑を整備することにより景観

保全の推進を図りました。 

⑭ 水産物の生産・流通の拠点づくりのため、５地区で水産物の流通拠点となる漁港施設を整備しました。 

⑮ 施設の長寿命化及び更新コスト平準化・縮減を図るため、11地区 35漁港で水産物の生産拠点となる

漁港施設の機能保全対策を実施しました。 

⑯ 機能が低下している施設の機能強化のため、13地区で水産物の生産拠点となる漁港施設の整備を

実施しました。 

⑰ 輸送機能向上のため、２地区で水産物の生産拠点となる漁港と主要道路を結ぶ関連道の整備を実施

しました。 

⑱ 健全な水循環の保全のため、２地区で漁業集落排水施設の整備を実施しました。 

 

 

◎モニタリング指標の状況  

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

416 412 400 440
未判明（9月
頃確定）

※「日本一健康な土づくり」後期推進プランの目標値

(R3年度)
700ha※

化学合成農薬や化学肥料の使用を低減した県認証特別栽培農産物の取組面積を示す指標です。担い手の減少
や高齢化等により、環境にやさしい農業技術に取り組むことが困難となっていることもあり、約400ha程度で
推移しています。

指標名（単位）

目標値

指標の説明

青森県特別栽培農産物認証制度取組面積
（ha）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

 
 

※10 ビオトープ･･･動物や植物が恒常的に生活できるように造成または復元された小規模な生息空間のことです。 

※11 エコファーマー･･･持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき、土づくりと化学肥料の使用

低減、化学合成農薬の使用低減の技術を一体的に導入する計画を作成し、県の認定を受けた農業者のことです。 

※12 餌料培養基質･･･餌料の供給等、魚礁の増殖機能の増大を主たる目的とし、通常の魚礁に装着する貝殻、石

詰、木材の総称です。 
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【施策５ 野生動植物の保護・管理】 

施策の概要 ・野生生物が良好に生息・生育できる豊かな生態系の保全の推進 

・野生生物の種の多様性の保全の推進 

・外来生物による生態系への影響の防止と影響緩和の推進 

・第二種特定鳥獣の適切な管理の推進 

取組状況 

① 自然公園の優れた風景や植生等を維持・保全するため、自然公園法及び青森県立自然公園条例に

基づく行為規制を適切に実施するとともに、高山植物等の盗掘防止パトロールや主な自然公園の環

境美化活動を推進しました。 

② 第 12次鳥獣保護管理事業計画を作成し、オスキジ等の捕獲禁止期間を延長したほか、鳥獣保護区

等の指定に関すること、狩猟に関すること、野生鳥獣の保護管理に関すること、などを定めました。 

③ 県が管理するベンセ湿原及びコケヤチ湿原の貴重な自然環境を維持するため、地下水調査を実施す

るとともに、ベンセ湿原の植生を維持するためのヨシの刈払いを実施しました。 

また、ラムサール条約登録地「仏沼」については、「三沢市仏沼保全活用協議会」と連携し、保全と利

用に向けた取組を推進しました。 

④ 青森県レッドデータブック 2020年版の作成に向けて、有識者による検討会等を開催し、パブリックコメ

ントを踏まえて掲載種の選定やランク付けを行いました。 

⑤ 県天然記念物指定候補動植物の情報収集を行いました。 

また、国指定特別天然記念物であるカモシカの生息状況等調査を継続して行いました。 

⑥ ツキノワグマについては、下北地域及び三八上北地域の生息数調査に実施し、出没情報の提供や注

意報等発表制度の創設などにより被害の拡大防止に係る普及啓発を推進しました。 

⑦ 下北半島ニホンザルについては、捕獲マニュアルを作成するなど、効率的な捕獲に向けて取り組みま

した。また、津軽半島ニホンザルのモニタリング調査を行い、生息状況等を調査しました。 

⑧ 指定管理鳥獣の二ホンジカについては、第二種特定鳥獣管理計画を策定し、捕獲事業を実施した。 

また、イノシシについては、自動設撮影カメラの設置等により生息状況の把握に努めました。 

⑨ 狩猟フォーラムや体感ツアーなど、狩猟制度の普及及び狩猟者の確保等に係る普及啓発事業を実施

しました。 

⑩ アライグマ生息域調査及び農作物被害等実態調査を実施しました。また、アライグマの被害防止に向

けた研修会を開催（H29～30、参加者数 70名）するとともに、市町村の被害防止計画の作成に向けた

働きかけ（アライグマを対象鳥獣とする計画数：2４市町村）を行いました。 

⑪ 青森県生物多様性戦略※１３の行動計画について、有識者の意見を踏まえて点検・評価を行い、現状

に適合したモニタリング指標の修正を行いました。 
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◎モニタリング指標の状況 

　□参考資料

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

1 1 1 2 2

保護又は管理を必要とする野生鳥獣の特定計画（第一種特定鳥獣保護計画、第二種特定鳥獣管理計画及び希
少鳥獣保護計画）が策定されている鳥獣数を示す指標です。平成29年度にはニホンジカの管理計画が策定さ
れています。

指標名（単位）

目標値

指標の説明

特定計画が策定されている鳥獣数（種）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県

(R5年度)
3

 

 
※13 青森県生物多様性戦略･･･国の生物多様性国家戦略を基本として、県が平成 26 年３月に策定した、本県におけ

る生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画のことです。 
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【施策６ 世界自然遺産白神山地の保全と活用】 

施策の概要 ・白神山地の自然を次世代に継承 

・白神山地の自然の適切な利用を通じた自然保護思想の普及と地域づくりの推進 

取組状況 

① 白神山地の自然環境を保護管理するため、入山マナーについての情報提供や指導を行う白神山地

世界遺産地域巡視員を６名配置し、巡視を実施しました。白神山地を所管する関係機関の連絡調整

組織である「白神山地世界遺産地域連絡会議」に参画し、管理計画の運用の確認やモニタリング計画

の実施などを行いました。 

② 世界の自然遺産として登録された白神山地の自然環境及び自然と共生する人々の暮らしを紹介する

ことによって自然保護思想の普及を図るとともに、自然保護その他に関する活動及び交流の場を提供

するため、白神山地ビジターセンターを管理・運営（指定管理者）し、施設の機能維持のために必要な

修繕を行いました。 

③ 白神地域のエコツーリズムを推進するため、インフルエンサーの起用や海外プレスツアーによる情報

発信を行いました。 

④ 白神山地の地域資源を活用した体験プログラムを整備するとともに、これを集中的に発信・実施するイ

ベント「白神まるごと体験博覧会」を開催しました（延べ参加者／H28～H29：3,636人）。 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

364,521 344,112 345,952 317,870 304,015

指標名（単位）

目標値

指標の説明

白神山地入込者数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県

（R元年度）
427,000人

白神山地主要観光地の入込者数（暦年集計）で、世界自然遺産に対する関心の高さを示す指標です。旅行形
態の変化等により減少傾向にあります。
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【施策７ 温泉の保全】 

施策の概要 温泉の適正な利用による温泉資源の保全 

取組状況 

① 温泉掘削や動力装置、採取等の許可や立入調査を行い、湧出量の影響や安全性の確保など温泉の

適正利用と温泉資源の保全を図りました。 

 

◎モニタリング指標の状況 

　□参考資料

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等 目標値

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

指標の説明

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 －

89.2 91.0 91.2 91.2 91.4

温泉資源の推移（増減）を推定する目安として、限りある温泉資源の保全と持続的利用に資するための参考
資料（暦年集計）として、県内の温泉ゆう出量に占める動力泉の割合を指標としています。近年は91％を超
える割合で推移しています。

県内の温泉総ゆう出量に占める動力泉の割
合（％）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

指標名（単位）
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【施策１ 身近にふれあえる緑や水辺の保全と創造】 

施策の概要 ・都市部等においても身近に緑や水にふれあえる快適な生活環境の推進 

・身近な緑づくりに対する県民の主体的参加の推進 

取組状況 

① 県内の都市公園は平成 28年度～平成 30年度に新たに 10公園が開設しました。また、社会資本整

備総合交付金を活用し、公園の整備・改築を進めました。 

② 風致地区※１４や特別緑地保全地区※１５について、都市計画決定を行った市町村はありませんでした。 

③ 田名部川において、水と親しめる生活環境づくりとして、親水護岸の整備や管理用道路の舗装などを

実施しました。 

④ 環境省が選定する「名水百選」「平成の名水百選」「日本の水浴場 88選」について、本県で選出され

た情報を県ホームページに掲載するとともに、水浴場の水質検査を実施しました（平成 30年度検査：

19水浴場）。 

⑤ 本県の農山漁村に、多くの旅行者を呼び込むために、地域の気候風土に根ざした魅力的な観光資源

と農作業体験を合わせたストーリー性のある体験メニューを開発しました。 

⑥ 魅力ある田園空間の形成を推進するため、農地や水路などの地域資源を維持管理する地域の共同

活動を支援しました。 

⑦ 地域の緑化運動への活動支援として、随時の情報提供や「都市緑化推進運動」及び「都市緑化月間」

にあわせて、市町村へポスターを配布しました。 

 

 
◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

H26.3末 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末

17.6 17.7 17.8 18 18.1

26 27 28 29 30

6,060 5,961 6,189 6,658 5,945

指標名（単位）

目標値

指標の説明

① １人当たり都市公園等面積（㎡／人）
　
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

－

都市計画区域内における人口１人当たりの都市公園面積で、快適な生活環境を示す指標です。近年は増加傾
向にあります。

農林漁家民宿宿泊者数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県
－

県内の農林漁家民宿に宿泊した人の人数で、グリーン・ツーリズムの取組状況を示す指標です。近年は県内
の旅行者が増加傾向にあります。

②

 

※14 風致地区･･･都市における風致を維持するために定められる都市計画法に規定する地域地区。「都市の風致」と

は、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好

な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域

について定められています。 

※15 特別緑地保全地区･･･都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限な

どにより現状凍結的に保全する地区のことです。 

 

政策２ 県民にやすらぎを与える快適な環境の保全と創造 
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【施策２ 良好な景観の保全と創造】 

施策の概要 ・青森県の歴史と風土が感じられる景観の保全と形成の推進 

・ふるさとの景観づくりに関する意識啓発と人財育成の推進 

取組状況 

① 良好な景観の保全・形成のために、景観法及び青森県景観条例等の景観法令の運用により大規模

行為の審査を行っています（H28：568件、H29：431件、H30：363件）。 

② 「景観の日（6月 1日）」を中心に景観フォーラム（H30の参加者：88人）、景観アドバイザーの派遣

（H30：2件）等、景観普及啓発事業に取り組んできました。 

 

◎モニタリング指標の状況 

 指標なし 
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【施策３ 歴史的・文化的遺産の保護と活用】 

施策の概要 ・本県の歴史的、文化的遺産の保存の推進 

・本県の歴史的、文化的遺産に関する調査研究と県内外への情報発進の推進 

取組状況 

① 県内の歴史的・文化的遺産を適切に保存・活用するため、各種修理事業を実施するとともに、文化財

の指定、登録に努め、ホームページ等を活用して県内外への情報発信を行いました。 

また、高校生による文化財の調査研究を実施し、本県文化財の魅力発信に取り組みました。 

② 「北海道・北東北の縄文遺跡群」のユネスコへの推薦獲得に向けて、専門的な調査・検討を行い、世

界遺産登録推薦書案の改定作業を実施しました。 

③ 縄文遺跡群の学術的な価値について理解を深めるフォーラムや、世界遺産登録をめざす活動や縄文

の魅力などを知ってもらうための普及啓発イベント「あおもり JOMONフェスタ」などを開催しました。 

④ 景観まちづくりの取組促進、質の向上に向けて、継続的な啓発及び知識の普及のため、県内自治体

向けに景観行政セミナーを開催しました。 

⑤ 里山の巨樹・古木の分布マップや保護観察マニュアルを県ホームページで公開し、広く周知するとと

もに、必要に応じて配布するなど巨樹古木の生育状況や保全に関する普及啓発に取り組みました。 

⑥ 貴重な無形民俗文化財の保存・活用を図るため、子どもたちによる民俗芸能伝承活動の成果発表会

である「こども民俗芸能大会」を開催しました。 

また、北海道・東北ブロック民俗芸能大会に民俗芸能団体を派遣しました。 

⑦ 本県の民俗芸能団体の現状に関する調査を行うとともに、重要な民俗芸能を県の無形民俗文化財と

して指定しました。 

⑧ 平成８年度から開始した青森県史編さん事業は、平成 29年度の通史編３巻の刊行をもって全 36巻

の編さんを完了しました。 

⑨ 県史編さんの過程で収集した膨大な歴史資料について、デジタルデータ化を順次進め、インターネッ

ト上で簡単に検索・利用できる「青森県史デジタルアーカイブス」を構築し、平成 30年度末に公開を

開始しました。 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

292 299 316 293 310

歴史的・文化的遺産の活用状況を示す指標です。三内丸山遺跡の各年度の見学者数は、目標値の30万人前後
で推移しています。

指標名（単位）

目標値

指標の説明

特別史跡三内丸山遺跡の見学者数（千人）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

(各年度)
300千人
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【施策１】県民総参加による「もったいない」意識で取り組む３Ｒの推進 

施策の概要 ・「もったいない・あおもり県民運動」を展開し、県民総参加による３Ｒの取組を推進 

・市町村と連携し、ごみの減量やリサイクル率向上のために効果的な取組を推進 

取組状況 

① 平成 29～30年度に３Ｒ推進ステップアップキャンペーンを展開し、各種広報媒体の活用等により３Ｒ

推進に向けた県民への啓発を行いました。 

② 平成 20年度からレジ袋の無料配布中止（有料化）の取組を進め、平成 30年度末のレジ袋削減推進

協定締結数は 322事業所となりました。 

③ 「もったいない・あおもり県民運動」の一環として、県民、事業者、学校・団体などがお互いを支えながら

それぞれの環境配慮行動に取り組み、地域全体のエコにつなげる仕組みである「エコの環（わ）スマイ

ルプロジェクト」について、県の各事業における普及啓発イベント等との連携により展開した結果、あお

もりＥＣＯにこオフィス・ショップの認定事業者数は、平成 30年度末時点で 1,198件となりました。 

④ 各市町村におけるごみの減量、リサイクル率向上に向けて、市町村及び一部事務組合を対象としたワ

ーキング会議を毎年一部事務組合単位で開催しました。 

⑤ 生ごみの減量に向けた「３つのきる」の広報活動を展開し、平成 30年度は関係団体の協力を得ながら

県内各地でのキャラバン隊ＰＲ活動を計 43回実施しました。 

⑥ 小学生を対象とした雑紙回収チャレンジを実施し、平成 30年度は全小学校の協力のもと、約 24 トン

の雑紙が回収されました。 

⑦ 「もったいない・あおもり県民運動」の一環として、会議及び各種広報媒体等を通じて古紙リサイクルセ

ンター、オフィス町内会等の活用を県民、事業者に促しました（オフィス町内会参加数：平成 30年度

末 810事業者）。 

⑧ 平成 28～29年度に市町村とともに生ごみ再生利用のための調査研究を実施し、平成 30年度にむつ

市及び六ヶ所村において市町村単独事業としてモデル事業が実施されました。 

⑨ 平成 28年度から県内全市町村で小型家電の回収を実施しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策３ 県民みんなでチャレンジする循環型社会づくり 

 



 

- 18 - 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

１人１日当たりのごみ排出量（ｇ） 25 26 27 28 29

　　　　　　　　　　　　　　　青森県 1,069 1,046 1,026 1,004 1,002

　　　　　　　　　　　　　　　　全国 958 947 939 925 920

② １人１日当たりの生活系ごみ排出率（％） 25 26 27 28 29

　　　　　　　　　　　　　　　青森県 727 713 696 678 680

　　　　　　　　　　　　　　　　全国 678 668 660 646 641

③ １人１日当たりの事業系ごみ排出率（％） 25 26 27 28 29

　　　　　　　　　　　　　　　青森県 342 333 330 326 322

　　　　　　　　　　　　　　　　全国 280 279 278 278 279

④ ごみのリサイクル率（％） 25 26 27 28 29

　　　　　　　　　　　　　　　青森県 13.7 13.5 15.0 15.3 15.0

　　　　　　　　　　　　　　　　全国 20.6 20.6 20.4 20.3 20.2

(R2年度)
25.0%※

ごみのリサイクルの進捗状況を示す指標です。平成29年度のリサイクル率（市町村回収分）は前年度と比較して0.3ポイント
低下しており、全国値及び目標値との差が大きい状況です。なお、県が独自に調査した民間回収分を含めたリサイクル率は
30.7％となっており、全体としてのリサイクル率は向上しています。

(R2年度)
300g※

事業系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標です。平成29年度の１人１日当たりのごみ排出量は322gで
前年度より減少していますが、全国値より43g多い状況です。

指標名（単位）

目標値

指標の説明

①

(R2年度)
980g※

一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標です。平成29年度の１人１日当たりのごみ排出量は1,002gで前年
度より減少しており、目標値の980gまであと22gとなっています。

(R2年度)
680g※

生活系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標です。平成29年度の１人１日当たりのごみ排出量は680gで
目標値に達していますが、全国値より39g多い状況です。

※第３次青森県循環型社会形成推進計画の目標値
 

  



 

- 19 - 

 

 

【施策２】資源循環対策の推進 

施策の概要 ・産業廃棄物の３Ｒの取組の推進 

・地域の未利用資源を製品原料やエネルギー源として活用するための研究開発、製品

開発の推進 

取組状況 

① 自動車リサイクル法に基づき、使用済み自動車の再資源化等を図るため、登録許可事務や立入検査

及び指導を行いました。 

② 建設工事において発生した伐木・伐根材については、県ホームページにおいて発生状況を公表し、

引き取りを希望する県民に無償で譲渡することにより、有効利用を図りました。 

③ 平成 30年 3月に「青森県建設リサイクル推進行動計画」を改定し、県発注工事における建設リサイク

ルの推進のため、建設廃棄物等のリサイクル率について新たな目標値を設定しました。 

④ 建築物等の不適正な解体等の防止のため、年 2回の建設リサイクル法に基づく一斉パトロールを実

施しました。 

⑤ 舗装補修については、舗装の劣化が著しい箇所や交通量等考慮し、計画的に補修を行い、道路附属

物については、点検・パトロール等により劣化状況を把握し、修繕を実施しました。 

⑥ 橋梁について予防保全による維持管理を進めました。 

⑦ 流・融雪溝、防雪柵、スノーシェルター等の既存施設への老朽化対策について計画的に進めました。 

⑧ 港湾施設及び海岸保全施設について予防保全による維持管理を進めました。 

⑨ リサイクル製品認定制度に基づき、製品認定を行うとともに、リサイクル産業支援セミナーを開催しまし

た（平成 30年度末認定製品：373製品）。 

⑩ 県内の稲わらマッチングリストを作成・公開し、稲わらの広域流通に取り組みました（マッチングリストに

よる商談成立数量（H28～30）：7,417 トン）。 

⑪ 自給飼料の安定確保のため、飼料用稲の利用方法(飼料用米、稲ＷＣＳ、稲ＳＧＳ)の周知や転作田に

おける子実トウモロコシの生産を支援しました。 

⑫ 木質バイオマスの利用拡大に向け、導入マニュアルを整備して普及啓発を行うとともに、木質バイオマ

スの関連施設整備やボイラー導入を支援しました。 

⑬ 県内のほたて加工業者及び貝殻処理組合への貝殻利用実績の把握及び貝殻の入手先等に関する

問い合わせに対する情報提供をしました。 

⑭ 身近な省エネ機器資材展示会を 3年間で 5回開催し、木質ペレット等を利用できる暖房機器の紹介

を行い、省エネ効果を生産者にＰＲしました。 

⑮ 農業集落排水事業の実施に当たっては、市町村が策定している農業集落排水汚泥の再資源化に関

する計画に基づき取り組んできています。 

⑯ 発生汚泥減少のため、4地区で汚泥のリサイクル（堆肥化）を行っています。 

⑰ 下水汚泥の有効利用として、コンポスト化やセメント原料化など再利用を実施しました。 

⑱ 廃棄物の発生抑制、減量化及び再利用を促進するため、産業廃棄物税を実施しました。 

⑲ 不法投棄防止撤去推進キャンペーン実施事業（年４回実施）の支援を行ったほか、廃棄物処理法の

説明会（年６回開催 400名以上参加）を開催するなど、廃棄物に関する各種啓発事業を実施すること

により、廃棄物の発生抑制や適正処理の促進に取り組みました。 
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◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

平成27年

3月累計

平成28年

3月累計

平成29年

3月累計

平成30年

3月累計

平成31年

3月累計

341 400 411 362 373

25 26 27 28 29

99.5 95.4 92.5 92.2 83.8

① リサイクル製品認定数（製品）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県
－

資源の循環的な利用状況を示す指標です。リサイクル製品の認定数は、400件前後で推移しています。

② 下水汚泥（公共下水道）の
リサイクル率（％）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

(H27)
100%

下水汚泥の処理量のうちコンポスト化やセメント原料化などにより有効利用した割合です。平成29年度のリ
サイクル率が低下したのは、下水汚泥の一部を焼却施設で処理し、埋設処分した自治体があったことによる
ものです。

指標名（単位）

目標値

指標の説明
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【施策３】廃棄物の適正処理の推進 

施策の概要 ・廃棄物の不法投棄などの未然防止対策の推進と早期発見、早期解決に向けた取組の推進 

・青森、岩手県境不法投棄現場の環境再生の取組の推進 

・海岸漂着ごみや空き缶等の散乱ごみの少ない良好な環境の維持 

・災害により発生した廃棄物の適正処理の推進 

取組状況 

① 不法投棄防止撤去推進キャンペーン実施事業（年４回実施）の支援を行ったほか、廃棄物処理法の説

明会（年６回）を開催するなど、廃棄物に関する各種啓発事業を実施することにより、廃棄物の発生抑制

や適正処理の推進に取り組みました。 

② 産業廃棄物の排出事業者や処理業者、廃棄物処理施設への立入検査を実施し、廃棄物の適正処理を

指示しました。 

③ 不法投棄の早期発見を図るため廃棄物積載車両点検（年４回）や、早朝・夜間及び休日監視などを実

施したほか、事業者に対して必要な行政処分を実施しました。 

④ 廃棄物の不法投棄等悪質な環境事犯に対する取締りを推進すると共に環境行政部局との連携を図り、

事犯の早期発見・早期検挙に努めました。 

⑤ 期限が迫っている高濃度ＰＣＢ廃棄物等の確実かつ適正な処分の完了に向け、保管・所有事業者に対

する立入検査を優先して実施しました。また、ＰＣＢ特別措置法の一部改正等を踏まえ、国のＰＣＢ廃棄

物処理基本計画と整合を図りながら、県のＰＣＢ廃棄物処理計画を変更しました。 

⑥ 県外から県内に搬入される産業廃棄物について事前協議を行い（500～600件／年）、当該廃棄物の適

正処理を確認しました。 

⑦ 優良認定申請のあった処理業者の審査を行い、認定した場合はホームページで公表するなど、優良業

者の育成を図りました。 

⑧ 市町村が行う海岸漂着ごみの回収、処理事業に対して補助を行いました。（平成 30年度：19市町村）ま

た、発生抑制対策としてラジオＣＭ等の広報を実施しました。 

⑨ 平成 30年３月に青森県災害廃棄物処理計画を策定しました。また、市町村の災害廃棄物処理計画の

策定促進のため、平成 30年度に市町村向け研修会を開催しました。 
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◎モニタリング指標の状況 
 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

131 93 104 84 未確定

26 27 28 29 30

64 47 50 37 未確定

当該年度に発見された産業廃棄物不法投棄等件数のうち解決した件数で、産業廃棄物不法投棄等の状況を示
す指標です。産業廃棄物の不法投棄は、年々悪質・巧妙化しており早期解決が困難になってきていますが、
目標値である各年度における新規発見件数の３割を超える解決件数で推移しています。

① 産業廃棄物不法投棄等の発見件数（件）
　
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

－

当該年度に発見された産業廃棄物不法投棄等の発生件数を示す指標です。100件前後で推移しています。

指標名（単位）

目標値

② 産業廃棄物不法投棄等の解決件数（件）
　
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

新規発見件
数の３割
（各年度）
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【施策１】大気環境の保全 

施策の概要 ・大気汚染の防止による環境基準の達成 

・悪臭の防止による良好な大気環境の保全 

取組状況 

① 大気汚染常時監視等を実施した結果、光化学オキシダントを除き、おおむね環境基準を達成しました

（19測定局）。 

② 有害大気汚染物質及び大気中の重金属類の実態調査を行った結果、いずれも環境基準値及び指針

値を下回りました（有害大気汚染物質５地点、重金属類２地点）。 

③ ばい煙及び粉じん関連施設への立入検査やばい煙測定の実施など大気汚染物質の発生源に対する

規制指導を実施しました（平成 30年度は 281工場・事業場の立入検査及び 15施設のばい煙測定を

実施）。 

④ 自動車税のグリーン化※１６を実施し、制度の周知を図りました。 

⑤ アスベスト使用建築物の解体作業など、特定粉じん排出等作業への立入検査や当該現場におけるア

スベストの大気モニタリングを実施した結果、全ての地点で参考基準値を下回っていました（平成 30

年度はアスベスト濃度調査 23地点で実施）。 

⑥ 光化学オキシダントなど大気汚染物質の濃度上昇などによる大気の汚染に関する緊急事態が発生し

た事例はありませんでした。 

⑦ わら焼きの時期に稲わら焼却による大気汚染状況調査を実施し、汚染の状況を把握しました（平成 30

年度：１地点）。 

⑧ 県内の稲わらマッチングリストを作成・公開し、稲わらの広域流通に取り組みました。（マッチングリスト

による商談成立数量（H28～30）：7,417 トン）。 

⑨ 悪臭の発生を抑制するため、畜産農家に対し、家畜排せつ物法の適正処理に係る説明会のほか、巡

回指導を実施しました。 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

大気環境基準達成率＜光化学オキシダン 26 27 28 29 30

トを除く。＞（％）　　　　　　青森県 98 100 100 100 98

指標名（単位）

目標値

指標の説明

(H30年度)
100％

大気環境の保全状況を示す指標です。大気環境はおおむね良好な状態で推移しています。

 

 

※16 自動車税のグリーン化…自動車環境対策の観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自

動車については税率を軽減し、新車新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率

を重くする税制上の特例制度。 

 

政策４ 安全・安心な生活環境の保全 
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【施策２】静けさのある環境の保全 

施策の概要 ・騒音、振動に関する環境基準の達成、維持 

・生活環境における不快な騒音、振動の防止 

・地域の良好な音環境の保全の推進 

取組状況 

① 県内で実施した騒音調査の結果を取りまとめ、騒音の状況を把握しました（平成 30年度市実施分を

含む調査地点数：自動車騒音 32地点、新幹線鉄道騒音 9地点、航空機騒音 15地点）。 

② 騒音・振動の発生源である特定工場・事業場や特定建設作業について、必要に応じて立入検査等を

実施しました。 

③ 交通安全対策は、歩道の設置や交差点改良、現道拡幅等により、通学児童をはじめとする歩行者

や、通行車両の安全を図るものであり、今年度（平成 30年度）は、交通安全対策事業として 58事業を

進めており、このうち４工区について完成しました。 

④ 舗装補修については、舗装の劣化が著しい箇所や交通量等考慮し、計画的に補修を行いました。 

⑤ 低周波音に関する情報収集等を行いました。 

⑥ 騒音調査や発生源対策により、地域の良好な音環境の保全に努めました。 

  

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

自動車騒音の環境基準達成率（％） 26 27 28 29 30

　　　　　　　　　　　　　　　青森県 99.4 98.6 99.9 99.2 99.7

(H30年度)
100％

環境基準が設定されている地域における自動車騒音の環境基準達成率の指標です。おおむね良好な状態で推
移しています。

指標名（単位）

目標値

指標の説明
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【施策３】地盤・土壌環境の保全 

施策の概要 ・地盤沈下の防止 

・有害物質による土壌や地下水の汚染防止 

・土壌汚染区域の把握と適切な浄化の推進 

・森林における山地災害防止機能の保全の推進 

取組状況 

① 地盤沈下地域（青森地区、八戸地区、弘前地区）における沈下量や地下水位の現状を確認したとこ

ろ、横ばい傾向でした。 

② 山地災害による林地崩壊等の復旧整備や海岸地域及び水源地域での森林整備等を実施しました。

東日本大震災の津波により被災した約 134㏊の海岸防災林については、クロマツ林の再生に向けた

植栽等の進捗率が約 87パーセントとなっています。 

③ 水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設等※１７の監視・指導を行い、事業場等における有害

化学物質の適切な管理を推進しました。 

④ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査において、平成 29年度は土壌汚染が確認された土地

が１か所あり、鉛及びその化合物が基準に適合していない区域は要措置区域、砒素及びその化合物

が基準に適合していない区域は形質変更時要届出区域に指定しました。なお、要措置区域に指定し

た土地については、必要な措置が講じられたことから要措置区域の指定を解除し、形質変更時要届

出区域に指定しました。 

⑤ 県が管理する 2鉱山において、半永久的に流出する重金属を含む有害な坑廃水を無害化にする坑

廃水処理事業を実施しました。また、企業が実施する２鉱山の坑廃水処理事業に補助金を交付しまし

た。 

⑥ 有機農業などの地球温暖化防止や生物多様性保全効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等

に対し、「環境保全型農業直接支払交付金（負担割合：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4）」による支援を行

いました（H28～30：延べ実施件数 110件、延べ面積 2,520ha）。 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

82 78 81 75 65

　　　　　　　　　土壌汚染の発見件数 0 0 0 0 0

指標名（単位）

目標値

指標の説明

一定の規模以上の土地の形質の変更届出に
よる土壌汚染の発見件数（件）
　　　　　　　　　　　　　　　届出件数

(H30年度)
発見件数0件

土壌環境の保全状況を示す指標です。土壌汚染の発見件数は０件となっています。

 

 

※17 有害物質使用特定施設･･･カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定

める物質（有害物質）を製造し、使用し、又は処理する特定施設のこと 
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【施策４】化学物質対策の推進 

施策の概要 ・環境中の化学物質の実態把握 

・化学物質の移動や排出などにおける適切な管理と環境リスクの低減の推進 

取組状況 

①  環境中のダイオキシン類濃度を調査し、その結果を公表しました。測定結果はいずれも環境基準値

未満でした。 

・平成 28～30年度調査地点数（中核市移行分を除く） 

 大気：各年７地点 

 公共用水域：平成 28年度 21地点、平成 29､30年度 20地点 

底質：各年８地点 

地下水：各年 10地点 

土壌：各年８地点 

② ダイオキシン類の発生源である廃棄物焼却炉について、排ガス等の測定を行い、必要な指導を行い

ました（平成 28～30年度測定施設数：各年７施設）。 

③ ＰＲＴＲに基づく化学物質の移動・排出等に係る届出について指導し、その内容を公表しました（届出

数：平成 28年度 436件、平成 29年度 429件、平成 30年度 429件）。 

④ 県内に流通する農産品について残留農薬等の検査を実施しました（3年間で 16品目 222件）。 

⑤ 農薬の適正使用を推進するため、毎年度５月～８月を農薬危害防止運動期間とし、チラシの配布（計

４万部）やポスターの掲示（計 533部）、ラジオ等を活用した啓発に努めるとともに、新規及び更新を含

め農薬管理指導士 1,105名（平成 31年３月３１日現在）を認定しました。 

⑥ 青森県ゴルフ場における農薬の適正使用等に関する要綱に基づき、農薬の使用計画及び使用実績

の報告を求め、農薬の安全かつ適正な使用等の確保を図りました（平成 30年度報告ゴルフ場数

15）。 

⑦ 住宅地等における農薬の使用方法や留意事項を周知するため、市町村や市町村農業委員会の広報

により周知を図りました。また、毎年度５月～８月を農薬危害防止運動期間とし、チラシの配布（計４万

部）やポスターの掲示（計 533部）、ラジオ等を活用した啓発に努めました。 

 

◎モニタリング指標の状況  

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

100 100 100 100 100

大気環境の保全状況を示す指標です。大気環境はおおむね良好な状態で推移しています。

ダイオキシン類の環境基準達成率（％）
　
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

(H30年度)
100%

指標名（単位）

目標値

指標の説明
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【施策５】オゾン層保護・酸性雨対策の推進 

施策の概要 ・フロン類の排出抑制の推進 

・モニタリングの実施により酸性雨の影響把握 

取組状況 

① フロン排出抑制法に基づき、第一種フロン類充塡回収業者の登録や関連事業者に対する指導等を行

うとともに、オゾン層保護に係るポスター配布等の啓発を行いました。 

② 酸性雨※１８のモニタリング調査を実施した結果、全国と同様、県内でも酸性雨が観測されています（調

査地点 2地点）。 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

5.1 5.1 4.8 4.8 4.8

指標名（単位）

目標値

指標の説明

降水のｐＨ

　　　　　　　　　　　　　　　青森市
－

青森市における降水のｐＨの年間平均値を酸性雨（ｐＨ5.6以下の雨）の状況を示す指標としています。５％
前後で推移しています。

 
※18 酸性雨･･･工場、事業場などから排出されるばい煙や自動車の排出ガス中に含まれる硫黄酸化物、窒素酸化物

などの大気汚染物質が大気中での化学反応によって酸化物質となり、雲や降水に取り込まれ、地上に降下する

pH5.6 以下の雨のこと。ヨーロッパでは森林衰退、建造物や文化財などへの影響が確認されている。 
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【施策６】環境放射線対策の推進 

施策の概要 ・環境放射線モニタリング等の充実による原子力施設周辺地域住民の安全、安心の確保 

取組状況 

①  県内 24か所で空間放射線量率を測定・公表するとともに、原子力施設周辺の環境試料中の放射能

測定を行いました。 

また、環境放射線モニタリング結果については専門家等の評価・確認を経て四半期ごとに、広報紙

「モニタリングつうしんあおもり」、新聞広告などにより公表するとともに、リアルタイムの結果をホームペ

ージで公表しました。 

② 安全協定に基づく定期報告、現地確認等により事業者の取組状況を確認しました。 

③ 県内原子力施設に係る環境放射線監視体制の充実・強化を図るため、測定機器などの更新・整備を

行いました。 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

24 24 24 24 24

空間放射線量測定地点数（連続測定）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県
－

各原子力施設周辺における環境放射線モニタリング状況を示す参考資料として、空間放射線量測定地点数を
指標としています。24地点で変更ありません。

指標名（単位）

目標値

指標の説明
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【施策７】環境影響評価の推進 

施策の概要 ・環境影響評価制度の適切な運用による、環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

ある事業に対する環境保全の適切な配慮の確保 

取組状況 

① 環境影響評価※１９対象事業となる開発事業について、必要な手続の指導を行うとともに、県ホームペ

ージで環境影響評価に関する情報提供を行いました（平成 28～30年度審査指導件数：59件）。 

② 環境影響評価に関する研修会や他県照会等により、審査技術の向上、情報収集、制度の調査研究

等に努めました。 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

10 19 20 19 20

指標名（単位）

目標値

指標の説明

環境影響評価の審査指導状況（件）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県
－

環境影響評価の実施状況を示す参考資料として、環境影響評価の審査指導を行った環境影響評価図書の件数
を指標としています。おおむね20件前後で推移しています。

 
 
※19 環境影響評価・・・開発事業の実施により公害の発生、自然環境の破壊など環境保全に重大な支障をもたらす

ことのないように、当該開発事業が環境に及ぼす影響を事前に調査、予測及び評価を行うこと。 
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【施策８】公害苦情・紛争処理の推進 

施策の概要 ・公害苦情や公害紛争に対する適切かつ迅速な対応 

取組状況 

① 市町村等の関係機関と連携し、寄せられた公害苦情に対し適切かつ迅速に対応しました。 

② 県地域県民局環境管理部及び市町村に寄せられた公害苦情の受付状況、処理状況等の実態を明ら

かにし、公害苦情の円滑な処理に資するため、公害苦情調査を実施しました。 

③ 公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理機関として、青森県公害審査会を設置しており、紛争当事

者からの申請に基づき、あっせん、調停及び仲裁を行うことにより、公害紛争の迅速かつ適切な解決

を図っています。なお、平成 28年度から 30年度にかけて受け付けた事件はありません。 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

686 553 518 494 調査中

567 444 407 381
公表予定
H31.11

公害苦情件数（件）
　　　　　　　　　　　　　　苦情件数
　　　　　　　　　　うち直接処理件数

－

公害苦情の処理状況を示す指標です。苦情件数及び苦情処理件数とも減少傾向にあります。

指標名（単位）

目標値

指標の説明
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【施策１】環境にやさしく効率の良い省エネルギー型の社会づくり 

施策の概要 ・低炭素型の事業活動の促進 

・低炭素型のライフスタイルづくりの推進 

・低炭素型交通社会の仕組みづくりの推進 

・機能集約型都市づくりなど面的な省エネルギー対策の推進 

取組状況 

① 中小事業者の省エネ対策支援として、「中小事業者省エネ対策アシスト事業（H27～H28）」では、10

団体 173事業者に省エネルギーに関する知識や技術等の省エネ情報を提供しました。 

 また、「中小事業者省エネ対策・コスト削減強化プロジェクト事業（H29～H30）」では、省エネ＆補助

金活用セミナー（参加：183事業者、431名）、実地見学研修会（参加：70事業者 148名）、医療・福祉

施設向け省エネ講習会（参加：199事業者、279名）、医療・福祉向け省エネモデル事例集作成

（H30）のほか、省エネ診断（34事業所）や省エネ設備導入に係る相談対応を行いました。 

② 青森県特別保証融資制度のうち、前向きな取組を支援する「未来を変える挑戦資金」において、環境

認証取得又は省エネルギー診断を受けた企業が行う省エネ設備の導入等を対象としました（融資実

績なし）。 

③ 「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル（改正２版）及び「施設園芸省エネルギー生産管理チェ

ックシート（改正２版）」を活用し、省エネルギーの取組について周知しました。 

④ 身近な省エネ機器資材展示会を３年間で５回開催し、木質ペレット等を利用できる暖房機器の紹介を

行い、省エネ効果を生産者に PR しました。 

⑤ 工場や廃棄物焼却施設の排熱などの未利用熱の活用を図るため、県内の資源量やエネルギー需要

のポテンシャル調査を実施し、ポテンシャルマップを作成するとともに、検討委員会を開催し、新技術

等の活用可能性等について検討しました。 

⑥ 工場や廃棄物焼却施設の排熱などの未利用熱の活用を図るため、県内の資源量やエネルギー需要

のポテンシャル調査を実施し、ポテンシャルマップを作成するとともに、検討委員会を開催し、新技術

等の活用可能性等について検討しました。 

⑦ 下水汚泥から発生する消化ガスを焼却処分から民間へ売却し、FITを活用した売電事業を実施しまし

た。 

⑧ 「もったいない・あおもり県民運動」の一環として、県民、事業者、学校・団体などがお互い支えながら

それぞれの環境配慮行動に取り組み、地域全体のエコにつなげる仕組みである「エコの環（わ）スマイ

ルプロジェクト」について、県の各事業における普及啓発イベント等との連携により展開した結果、あお

もり ECOにこオフィス・ショップの認定事業者数は、平成 30年度末時点で 1,198件となりました。 

⑨ 自動車税のグリーン化を実施し、制度の周知を図りました。 

⑩ EV・PHVについて、充電設備設置事業者を対象に運営状況調査を実施し、前年度調査結果も踏ま

えた課題の分析を行ったほか、FCVについて、前年度の調査結果をもとに市町村や民間事業者を対

象とした勉強会やフォーラムを開催し、県内における普及に向けた機運醸成を図りました。 
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⑪ 自動車からの二酸化炭素排出抑制のため、「地球とあおもりの未来を考えるエコドライブ・プロジェクト

（H27～H28）」や「企業のエコドライブ活動促進プロジェクト（H27～H28）」では、エコドライブ普及啓発

のための新聞広告や動画作成のほか、エコドライブ実技講習会（参加：100名）やセミナー（参加：138

名）を開催しました。 

また、県下一斉ノーマイカーデーを実施（H28参加：165事業所、17,795名）しました。また、「あおもり

スマートムーブ推進事業（H29～H30）」では、交通事業者等の関係団体で構成する協議会と連携し、

ノーマイカーとエコドライブを一体的に実践するスマートムーブ（エコで賢い移動）をキーワードに、スマ

ートムーブキャラバンや公共交通機関車両への広告掲載を実施したほか、10月をスマートムーブ通勤

月間に設定し、県民や事業者等への参加を呼びかけました（H29参加：71事業所、13,915人・H30：

65事業所、13,059人）。 

⑫ 運転免許取得者に対する教習や運転免許証更新時における講習を活用したエコドライブに関する普

及啓発活動により、運転者に対するエコドライブの浸透を図りました。 

⑬ 平成 26年度に策定した「あおもり方式住宅ガイドライン」について、県 HPへの掲載、事業者向け研

修会の開催及び民間住宅フェアへの出展等を通じて普及啓発を行いました。 

⑭ 木造住宅生産体制強化推進協議会が実施する中小工務店等技術者に向けた断熱施工技術向上の

ための講習会や国が行う地域型住宅グリーン化事業の活用促進のための冊子作成について支援を

行いました。 

⑮ 地球温暖化対策の推進に関する法律の規定に基づき、青森県地球温暖化防止活動推進センターを

指定するとともに青森県地球温暖化防止活動推進員（あおもりアースレンジャー）を委嘱（現在 9期

目、45名）し、県関連の普及啓発事業と連携して地球温暖化の現状や省エネ等の環境配慮行動に関

する情報発信を行いました。 

また、家庭における省エネ活動の推進のため、「地球にやさしい暮らしかた普及推進事業（H28～

H29）」では、県内各地のイベントを訪問し環境配慮行動の普及啓発を行うエコキャラバンや節電をは

じめとした環境配慮行動に取り組む CO2CO2（コツコツ）削減チャレンジに取り組んだほか、「家庭のエ

コ活促進事業（H30）」では、子育て世帯を主なターゲットとして環境配慮行動をポジティブに捉え日常

的な実践につなげる「エコ活」の促進に取り組みました。 

⑯ 「地球にやさしい暮らしかた普及推進事業（H28～H29）」では、青森県地球温暖化防止活動推進員

（あおもりアースレンジャー）との連携により「家庭の省エネ普及啓発検討会」を設置し、雪国において

エネルギー使用率の高い灯油の使用量の見える化の実現可能性や、住まいの断熱の効果的な普及

方法等、冬の省エネ対策等の普及啓発方法について検討しました。 

また、「家庭のエコ活促進事業（H30）」では、子育て世帯を主なターゲットとして環境配慮行動をポジ

ティブに捉え日常的な実践につなげる「エコ活」の促進に取り組みました。 

⑰ 輸送手段の最適化の検討を目的に、運送事業者と連携し輸送トライアルを実施し、評価・課題を共有

しました。 

⑱ 

 

 

 

 

県庁舎（南、東及び議会棟）長寿命化工事により、執務室の照明を LED化し、階段照明に人感セン

サーを設置しました。また、西棟の照明器具を LED化しました。 
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⑲ 県庁舎長寿命化工事により、外壁や窓を断熱化したほか、夏期の冷房負荷低減のため夜間に外気を

取り入れる設備を導入しました。また、効率の空調機器を整備したほか、設備機器の運転管理によりエ

ネルギー消費量の削減を図るシステム（BEMS）を導入しました。さらに、県庁舎の減築によりエネルギ

ー使用量を縮減しました。 

⑳ 県有建築物について、省エネルギーセンターによる省エネ診断を実施します（3施設／年）。 

○21  平成 30年 3月に改定した「青森県地球温暖化対策推進計画」において新たな温室効果ガス削減目

標を設定したことを踏まえ、「COOL CHOICEあおもりスタートダッシュ事業（H30）」では、平成 30年 4

月、もったいない・あおもり県民運動推進会議において、国民運動「COOL CHOICE（賢い選択）」に

呼応し、あらゆる主体による地球温暖化対策の取組強化を推進する「COOL CHOICEあおもり宣言」

を共同採択したほか、同年 7月には、推進会議構成団体等による取組方針をアクションプログラムとし

て取りまとめ、公表しました。 

また、県内各地で「COOL CHOICEあおもり」への賛同を呼びかけるローラー作戦の実施（12か所）の

ほか、本県に本拠地を置くスポーツチーム 3チームを「COOL CHOICEあおもり応援大使」に任命し、

普及啓発ツールの作成や応援大使ホームゲームでのＰＲイベントを実施するなど、「COOL CHOICE

あおもり」を合言葉に、県民総参加で地球温暖化対策に取り組む気運の醸成を図りました。 

○22  「もったいない・あおもり県民運動」の一環として、県民、事業者、学校・団体などがお互い支えながら

それぞれの環境配慮行動に取り組み、地域全体のエコにつなげる仕組みである「エコの環（わ）スマイ

ルプロジェクト」について、県の各事業における普及啓発イベント等との連携により展開した結果、プロ

ジェクトへの参加は、平成 30年度末時点で、5,519名、1,206事業所、87団体、28校となりました。ま

た、プロジェクトに賛同していただいている企業からの協賛金を原資として、地域で環境配慮活動を行

っている団体等への助成を行いました（3年間で 17団体に助成）。 
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◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

24 25 26 27 28

16,401 16,447 15,743 15,565 15,709

24 25 26 27 28

14,901 14,903 14,308 14,114 14,214

24 25 26 27 28

2.81 2.78 2.70 2.56 2.81

24 25 26 27 28

200 201 192 183 180

24 25 26 27 28

5,064 5,087 4,738 4,926 4,777

24 25 26 27 28

2,162 2,161 2,131 2,128 2,130

25 26 27 28 29

15.8 7.2 8.6 11.1 12.8

② 二酸化炭素排出量（千t-ＣＯ2）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県
－

県内における産業業務その他、運輸、家庭等の各部門からの二酸化炭素排出量の合計値を指標としていま
す。排出量は横ばい傾向にあります。

県内における温室効果ガス排出量の合計で、地球温暖化対策推進の基本となる指標です。東日本大震災以降
の火力発電の増加によって化石燃料消費量が増えたことなどにより、平成25年度まで増加傾向にありました
が、その後は減少傾向にあります。

指標名（単位）

目標値

指標の説明

① 温室効果ガス排出量（千ｔ－ＣＯ２）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県

2030年度まで
に2013年度比
で31%削減※

③ 家庭部門における1人当たり二酸化炭素排出
量（t-ＣＯ2）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

－

家庭部門における１人当たりの二酸化炭素排出量を指標としています。排出量は減少傾向にありましたが、
平成28年度は増加に転じました。

④ 業務その他部門における床面積（㎡）当た
り二酸化炭素排出量（kg-ＣＯ2）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

－

業務その他部門における床面積（㎡）当たり二酸化炭素排出量を指標としています。排出量は減少傾向にあ
ります。

⑤ 産業部門の二酸化炭素排出量（千t-ＣＯ2）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県 －

産業部門（製造業、建設業・鉱業及び農林水産業）からの二酸化炭素排出量を指標としています。排出量は
減少傾向にあります。

電気自動車、ハイブリッド車、低燃費かつ低排出ガス認定車等の次世代自動車普及率を指標としています。
平成25年度以降、増加傾向にあります。

⑥ 運輸部門の二酸化炭素排出量（千t-ＣＯ2）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県 －

運輸部門（自動車、鉄道、船舶及び航空機）からの二酸化炭素排出量の合計値を指標としています。排出量
は横ばい傾向にあります。

⑦ 次世代自動車普及率（％）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県
－

※青森県地球温暖化対策推進計画の目標値
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【施策２】地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入推進 

施策の概要 ・再生可能エネルギーの利活用 

・再生可能エネルギーの活用に関する先進的プロジェクトや地域が主体となった本県の

豊かな再生可能エネルギーの活用等による日本の低炭素社会づくりへの貢献 

取組状況 

① 温泉熱を高温から常温まで温度帯に応じて多段階で利用するカスケード利用モデルを２地域で作成

しました。また、工場や廃棄物焼却施設の排熱などの未利用熱の活用を図るため、県内の資源量や

エネルギー需要のポテンシャル調査を実施し、ポテンシャルマップを作成するとともに、検討委員会を

開催し、新技術等の活用可能性等について検討しました。 

② あおもり型スマートコミュニティモデルプラン」を作成し、モデル地域の市町村と連携して実現に向けた

勉強会を開催しました。平成 30年度からは、スマートコミュニティの基幹となる地域エネルギー事業の

構築やステップアップ、これらを担う人財の育成を図るため、地域と県内大学との域学連携による案件

形成の促進及び取組の高度化等の支援に取り組みました。 

③ 越冬にんじんのブランド化による所得向上等の「冬の農業」の実践事例集を集めた冊子を作成し、生

産者に配布しました。 

④ 身近な省エネ機器資材展示会を３年間で５回開催し、木質ペレット等を利用できる暖房機器の紹介を

行い、省エネ効果を生産者に PR しました。 

⑤ 木質バイオマスの利用拡大に向け、導入マニュアルを整備して普及啓発を行うとともに、木質バイオマ

スの関連施設整備やボイラー導入を支援しました。 
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◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

H26.3末 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末

333,763 363,763 365,763 385,263 417,463

25 26 27 28 29

2,714 3,067 2,728 2,827 3,094

化石燃料の代替エネルギーとして利用する木質バイオマス燃料の生産量を指標としています。生産量は増加
傾向にあります。

① 風力発電導入量（kW）

　　　　　　　　　　　　　　　青森県

－

風力発電導入量を指標としています。導入量は増加傾向にあります。

② 木質ペレット生産量(t)

　　　　　　　　　　　　　　　青森県

（H27年度)
2,770ｔ

指標名（単位）

目標値

指標の説明

 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

H25.3末 H26.3末 H27.3末 H28.3末 H29.3末

6,814 43,697 132,950 337,610 482,283

　　　　　　　　　　　　　　　青森県 1,048 2,915 9,076 10,566 11,693

H25.3末 H26.3末 H27.3末 H28.3末 H29.3末

0 0 6,624 13,084 13,834

　　　　　　　　　　　　　　　青森県 0 0 2 4 5

H25.3末 H26.3末 H27.3末 H28.3末 H29.3末

0 36 1,817 1,817 1,817

          　　　　　　　　　  青森県 0 3 7 7 7

③

－

再生可能エネルギーの導入状況を示す参考資料として、平成24年７月に開始された固定価格買取制度（FIT制
度）に認定されている太陽光発電・バイオマス・水力の導入量を参考資料としています。いずれも増加傾向
にあります。

水力発電導入量（kw）・件数
　　　　　　　　　　  （導入量：kw)
　　　　　　　　　　   　(件数：件）

① 太陽光発電導入量（kw）・件数
　　　　　　　　　　  （導入量：kw)
　　　　　　　　　 　   （件数：件）

②

－

－

バイオマス発電導入量（kw）・件数
                      （導入量：kw）
                        （件数：件）

＜参考資料＞

参考資料名（単位）

目標値

指標の説明
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【施策１】子どもから大人まで環境配慮に取り組む人づくり 

施策の概要 ・環境教育、学習の機会の充実 

・環境保全活動や環境教育、学習の担い手となる人財の育成の推進 

・自然体験活動等の機会の場の提供に係る認定制度の適切な運用 

・大学、ＮＰＯ、事業者などが協働した環境教育、学習機会の提供やその仕組みづくり 

取組状況 

① 地域資源を活用した体験型環境教育プランを公募し、モデル事業（10事業：親子等で 310名参加）と

して実施しました。 

② 環境出前講座は、３年間で 312回開催し、8,514名の子どもが受講しました。また、環境出前講座充

実のためプログラムを修正するとともに、環境教育専門員レベルアップ研修会(参加者：22名）を実施

しました。 

③ 県立少年自然の家では、受入事業や各種主催事業を通して自然を体験する場の提供や出前型の自

然体験活動支援事業を実施し、本県の豊かな自然に対する愛着心や環境保全に寄与する態度の育

成を図りました。 

④ 県内 34のこどもエコクラブを対象としたアンケート調査を行うとともに、随時の情報提供等を行い、そ

の活動を支援しました。 

⑤ 学校教育指導の方針と重点に基づいた環境教育に係る教育活動について調査をするとともに、結果

を各教育事務所及び各教育委員会の担当指導主事に紹介し各地区で情報を共有しました。 

⑥ 環境教育に係る体験活動について調査をするとともに、結果を各教育事務所及び各教育委員会の担

当指導主事に紹介し、各地区で情報を共有しました。 

⑦ 環境教材『環境学習ガイド』のバインダー教材や小学５年生児童対象のリーフレットを県内全ての小学

校に配付し、授業等での活用を呼びかけました。 

⑧ 環境保全活動や環境教育・学習の担い手となる中心的な人財を育成するため、文部科学省及び環境

省が主催する研修会に、公立小・中学校教員を毎年それぞれ１名ずつ（３年間で計６名）派遣しまし

た。 

⑨ 平成 29年 9月 8日、県内発の体験の機会の場として、「弘前だんぶり池」を認定しました。 

⑩ 県内３大学に地域のＮＰＯ等との協働による環境人財育成の仕組みづくりに向けた調査研究業務を委

託しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策６ 社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり 
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◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

こどもエコクラブ加入率（人口千対(人)） 26 27 28 29 30

青森県 7.98 6.67 7.62 7.43 9.24

東北６県平均 3.59 5.22 5.28 5.22 5.83

② 環境出前講座等受講者数（人） 26 27 28 29 30

    　　　　　　　　　　      青森県 2,269 2,634 2,988 3,122 2,961

－ 27 28 29 30

－ 60.4 63.4 65.9 66.7

－ 27 28 29 30

－ 85.0 88.7 90.5 90.5

小中学校における環境教育の取組状況を示す指標として、小中学校の各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動において、それ
らの特性に応じ、また、それらを相互に関連させながら、環境教育に係る全体計画を作成している学校の割合を指標としています。計画策定の割
合は増加傾向にあります。
※平成２７年度から県内全公立小中学校に対する当該調査を実施

④ 環境教育に関連した体験学習を実施した小
中学校の割合（％）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

環境教育に関連
した体験活動実
施校の割合の増
加

小中学校における体験学習の取組状況を示す指標として、環境教育に関連した体験学習を実施した小中学校
の割合を指標としています。実施校の割合は増加傾向にあります。
※平成２７年度から県内全公立小中学校に対する当該調査を実施

③ 環境教育に係る全体計画を作成している小
中学校の割合（％）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

環境教育に係る
全体計画を作成
している学校の
割合の増加

こどもエコクラブの加入率を示す指標です。いずれの年度においても東北６県平均値を上回っています。

（各年度）
受講者数の

増加

指標名（単位）

目標値

指標の説明

①

環境出前講座等の受講者数を示す指標です。講座の実施回数は増加傾向にありますが、受講者数は実施校の
児童数等により増減がみられます。

－
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【施策２】家庭や事業所における環境配慮行動を促す取組と仕組みづくり 

施策の概要 ・県民や事業所などによる環境にやさしいライフスタイル、ビジネススタイルの実践の促進 

・事業所等による社会的責任に基づく環境保全の取組の促進 

・県民、事業者、地域が相互に連携、協力し、楽しみながら環境に配慮した取組を継続

できる仕組みづくりの推進 

取組状況 

① 青森県地球温暖化防止活動推進センターや青森県地球温暖化防止活動推進員と連携し、県関連の

普及啓発事業において地球温暖化の現状や省エネ等の環境配慮行動に関する情報発信を行いまし

た。 

また、家庭における省エネ活動の推進のため、「地球にやさしい暮らしかた普及推進事業（H28～

H29）」では、県内各地のイベントを訪問し環境配慮行動の普及啓発を行うエコキャラバンや節電をは

じめとした環境配慮行動に取り組む CO2CO2（コツコツ）削減チャレンジに取り組んだほか、「家庭のエ

コ活促進事業（H30）」では、子育て世帯を主なターゲットとして環境配慮行動をポジティブに捉え日常

的な実践につなげる「エコ活」の促進に取り組みました。 

② 県営林及び県民環境林で創出した J－クレジットを１２件、１００ｔ－CO2販売しました。 

③ 県民や事業者の環境配慮行動が促進されるよう環境マネジメントシステムの普及啓発を行いました。 

④ 「もったいない・あおもり県民運動」の一環として、県民、事業者、学校・団体などがお互い支えながら

それぞれの環境配慮行動に取り組み、地域全体のエコにつなげる仕組みである「エコの環（わ）スマイ

ルプロジェクト」について、県の各事業における普及啓発イベント等との連携により展開した結果、あお

もり ECOにこオフィス・ショップの認定事業者数は、平成 30年度末時点で 1,198件となりました。 

⑤ 県内のグリーン電力証書活用を図るため、県の毎戸配布紙の印刷に係る電力のグリーンを行いまし

た。 

⑥ 平成 23年に県と地元５金融機関（青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫、東奥信用金庫、青森

県信用組合）との間で締結した「青森県における地球温暖化対策推進のための連携・協働に関する協

定」に基づき、県及び金融機関等で構成する「環境金融検討会」において、県民及び事業者等の省

エネ対策の推進に向けた検討・協議を進めてきました。 

⑦ 「もったいない・あおもり県民運動」の一環として、県民、事業者、学校・団体などがお互い支えながら

それぞれの環境配慮行動に取り組み、地域全体のエコにつなげる仕組みである「エコの環（わ）スマイ

ルプロジェクト」について、県の各事業における普及啓発イベント等との連携により展開した結果、プロ

ジェクトへの参加は、平成 30年度末時点で、5,519名、1,206事業所、87団体、28校となりました。 

また、プロジェクトに賛同していただいている企業からの協賛金を原資として、地域で環境配慮活動を

行っている団体等への助成を行いました（3年間で 17団体に助成）。 
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◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 H31.3末

227 252 257 227 235

H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 H31.3末

849 893 946 1,089 1,198

② あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ認
定事業所数（件）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

（R4年度）
1,300件

指標の説明

① 環境マネジメントシステム導入組織数（事
業所）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

－

環境マネジメントシステム（ISO14001、EA21、ＫＥＳなど）を導入している県内の事業所数を指標としてい
ます。導入事業所数は横ばいで推移しています。

指標名（単位）

目標値

省エネやレジ袋の削減などの取組を行っている事業所を県が認定する「あおもりECOにこオフィス」、「あお
もりECOにこショップ」の認定事業所数を指標としています。認定事業所数は増加傾向にあります。
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【施策３】環境情報の提供と環境活動のネットワークづくり 

施策の概要 ・地域の環境に関する情報や環境保全活動、環境保全団体に関する情報提供の充実 

・環境ＮＰＯなどの団体と各主体とのネットワークづくりの推進 

取組状況 

① 環境に関する情報をまとめたあおもり環境ホームページ「エコ・ナビ・あおもり」や広報紙等を通じて、環

境保全に関するイベントや制度・施策に関する情報の提供を行いました。 

② 親子で楽しく学ぶ体験型の環境教育モデル事業をＮＰＯに委託し実施することで、ＮＰＯと地域とのネ

ットワークづくりが図られました。 

 

 

◎モニタリング指標の状況 

年度等 年度等 年度等 年度等 年度等

実績値 実績値 実績値 実績値 実績値

26 27 28 29 30

115 118 118 120 116

環境の保全を図る活動を行う
ＮＰＯ法人の数（団体）
　　　　　　　　　　　　　　　青森県

－

県内ＮＰＯ法人のうち、環境の保全を図る活動を行っているＮＰＯ法人の数を指標としています。ＮＰＯ法
人数は横ばいで推移しています。

指標名（単位）

目標値

指標の説明
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３ 総括的検証 

（１）総括評価 

   第５次計画では、2030 年までに青森県がめざす姿を「自然との共生、低炭素・循環による持

続可能な地域社会の形成」として取り組んできましたが、点検・評価の結果、ごみの減量、リサ

イクル率や温室効果ガス排出量削減などの一部施策で取組の遅れは見られるものの、おおむね目

標値に向かって施策が進められています。 

2019年度からスタートした本県の行政運営の基本方針である「青森県基本計画『選ばれる青

森』への挑戦」においても、2030年のめざす姿を「自然と共生する暮らし、持続可能な低炭

素・循環型社会、環境にやさしい青森県民」としていることから、次期計画では、第５次計画の

施策ごとの状況を踏まえながら、県民一人ひとりの環境問題への意識を更に高め、県民、事業

者、行政等のあらゆる主体が一丸となって持続的に取り組んでいく必要があります。 

   なお、モニタリング指標については、目標の達成状況等により、実態にそぐわなくなっている

と認められるものがあることから、一部見直しが必要です。 

   

（２）政策・施策ごとの状況 

  【政策１】健やかな自然環境の保全と創造  

   ①「施策１ 健全な水循環の確保・水環境の保全」 

本県の水環境は、公共用水域（河川、湖沼、海域）における生活環境の保全に関する環境

基準（生活環境項目）達成率が 90％を超える割合で推移しており、おおむね良好な状態に

あります。一方、汚水処理人口普及率(79%)は目標値(令和 7年度 88%以上)及び全国平均

(90.9%)と比較して低い状況にあることから、施設整備による汚水処理対策を促進していく

必要があります。 

   ②「施策２ 優れた自然環境の保全とふれあいの推進」 

県内の国立・国定・県立自然公園の主要な観光地点の入込者数及び県立自然ふれあいセン

ターにおける体験プログラム利用者数とも利用状況は横ばいの傾向にあり、自然環境の保全

と適切な利用の両立を図っていくためには、ガイドの育成、観光・交通と一体となった受入

態勢の整備とともに、本県の自然環境の価値や魅力を効果的に情報発信していく必要があり

ます。 

   ③「施策３ 森林の保全と利用」 

森林は、生物多様性の保全、土砂災害の防止など多くの多面的機能を有し、私たちの生活

と深くかかわっていることから、健全な森林の育成・保全が求められているところであり、

引き続き適切な森林管理を図っていく必要があるほか、松くい虫やナラ枯れ被害の防除対策

を継続していく必要があります。 

   ④「施策４ 里地里山や農地の保全と環境公共の推進」 

里地里山や農山漁村の保全のため、ビオトープの整備、エコファーマーや特別栽培農産物

などの「環境にやさしい農業」、グリーン・ツーリズム※２０及び農業生産基盤整備を契機と

した「環境公共」※２１などに取り組んでおり、引き続きこれらの取組を一層推進する必要が

あります。 
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   ⑤「施策５ 野生動植物の保護・管理」 

     野生動物の適切な保護・管理を行っていくためには、保護管理計画の策定とともに、被害

防除対策の担い手となる狩猟者の確保・育成が重要であることから、引き続き、保護管理計

画の策定及び計画に基づく捕獲の推進、狩猟に関する普及啓発、狩猟者の確保・育成を推進

する必要があります。 

   ⑥「施策６ 世界自然遺産白神山地の保全と活用」 

     白神山地及び周辺施設への入込者数は減少傾向にあるものの、本県への外国人観光客は増

加傾向にあることから、外国人観光客向けに白神山地の魅力発信を行う必要があります。 

     また、白神山地ビジターセンターの入館者数も減少傾向にあることから、同センターの展

示コンテンツを強化する必要があります。 

   ⑦「施策７ 温泉の保全」 

     温泉掘削、動力装置、採取等の許可及び立入調査を行い、温泉湧出量の影響や安全性の確

保に努めていますが、引き続き、温泉の適正利用と温泉資源の保全を図っていく必要があり

ます。 

  

 【政策２】県民にやすらぎを与える快適な環境の保全と創造 

   ①「施策１ 身近にふれあえる緑や水辺の保全と創造」 

      １人当たりの都市公園等面積及び農林漁業体験民宿宿泊者数は増加傾向にあり、身近に緑

や水にふれあえる生活環境の整備が図られてきているところですが、引き続き整備を推進す

るとともに、緑づくりに係る県民等の主体的な参加を推進するため、継続的な情報発信を行

っていく必要があります。 

   ②「施策２ 良好な景観の保全と創造」 

     良好な景観の保全・形成のために、法や条例による規制を行うとともに、「景観の日」を

中心とした普及啓発事業に取り組んでおり、引き続き景観づくりの推進のため、これらの取

組のほか、次世代を担う子供たちへの啓発に取り組んでいく必要があります。 

   ③「施策３ 歴史的・文化的遺産の保護と活用」 

     「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録に向けたさまざまな普及啓発活動に

取り組むとともに、歴史的・文化的遺産である建造物、遺跡、文化財及び伝統芸能などの保

存の取組が推進されていますが、引き続きこれらの歴史的・文化的遺産に関する保全や調査

研究及び県内外への情報発信を行っていく必要があります。 

 

  【政策３】県民みんなでチャレンジする循環型社会づくり 

   ①「施策１ 県民総参加による「もったいない」意識で取り組む３Ｒの推進」（環境政策課） 

     県民１人１日当たりのごみ排出量及びリサイクル率ともに全国平均との差を縮めつつある

ものの、依然として全国下位に低迷していることから、「もったいない・あおもり県民運

動」の継続による古紙リサイクルや生ごみ及び事業系食品ロス対策などの取組を促進してい

く必要があります。 

   ②「施策２ 資源循環対策の推進」 

     産業廃棄物のリサイクル推進のため、リサイクル製品の認定、建設廃棄物等のリサイクル

や下水汚泥のリサイクルに取り組んでいますが、下水汚泥のリサイクル率が減少に転じたこ
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とから、引き続きリサイクルの推進や稲わら、未利用間伐材、ホタテの貝殻など未利用資源

の活用のための取組を推進していく必要があります。 

   ③「施策３ 廃棄物の適正処理の推進」 

     産業廃棄物の不法投棄などの状況は、年々悪質・巧妙化しており早期解決が困難になって

きています。産業廃棄物の発見件数に対する解決件数は近年おおむね 50％前後で推移して

おり、目標の３割を超えている状況ですが、依然として不法投棄や不適正処理が後を絶たな

いことから、排出事業者や処理業者に対する立入調査や監視活動を継続していく必要があり

ます。 

   

【政策４】安全・安心な生活環境の保全 

   ①「施策１ 大気環境の保全」 

     本県の大気環境は、光化学オキシダントを除く大気環境基準の達成率について、おおむね

環境基準を達成しています。 

   ②「施策２ 静けさのある環境の保全」 

     本県の騒音の状況は、自動車騒音、新幹線鉄道騒音及び航空機騒音について、一部地域で

環境基準の超過が見られるものの、おおむね良好な状態で推移しています。 

   ③「施策３ 地盤・土壌環境の保全」 

     本県の地盤環境について、青森、八戸、弘前地区で沈下量や地下水位の調査を実施してお

り近年は横ばい傾向にあります。 

   ④「施策４ 化学物質対策の推進」 

     環境中（大気、公共用水域水質、公共用水域底質、地下水、土壌）のダイオキシン類濃度

はいずれも環境基準値未満です。 

   ⑤「施策５ オゾン層保護・酸性雨対策の推進」 

     酸性雨のモニタリング調査を実施した結果、全国と同様、県内でも酸性雨が観測されてい

ます。 

   ⑥「施策６ 環境放射線対策の推進」 

     県内 24か所での空間放射線量率の測定・公表、原子力施設周辺の環境試料中の放射能測

定を行っており、環境放射線モニタリング結果については、専門家等の評価・確認を経て、

新聞やホームページで公表しています。 

   ⑦「施策７ 環境影響評価の推進」 

     環境影響評価対象事業となる開発事業について、必要な手続きの指導を行うとともに、ホ

ームページで情報提供を行っています。 

   ⑧「施策８ 公害苦情・紛争処理の推進」 

     関係機関と連携し、公害苦情に対して適切かつ迅速に対応しています。県内の公害苦情は

年間 500件前後となっていますが減少傾向にあります。 

 

  【政策５】暮らしと地球環境を守る低炭素社会づくり 

   ①「施策１ 環境にやさしく効率の良い省エネルギー型の社会づくり」 

     本県の温室効果ガスの排出量は、東日本大震災以降の火力発電の増加によって化石燃料消

費量が増えたことなどにより、一時増加傾向にありましたが、現在は減少傾向にあります。
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しかしながら、本県における温室効果ガス削減目標の達成のために、県民のライフスタイル

や事業者のビジネススタイルを省エネルギー型に転換させていくなど、低炭素社会づくりの

推進を図るための取組を継続していく必要があります。 

   ②「施策２ 地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入推進」 

     温泉熱や木質バイオマスなどの再生可能エネルギーの利活用を図るためのモデル事業や設

備導入支援を行ってきたところであり、引き続き、省エネ技術や木質バイオマスエネルギー

などの普及啓発を図っていく必要があります。 

 

  【政策６】社会全体で環境配慮に取り組む人づくりと仕組みづくり 

   ①「施策１ 子どもから大人まで環境配慮に取り組む人づくり」 

     環境出前講座の受講者数が 3,000人前後で推移していること、環境教育の全体計画作成や

環境教育に関連した体験学習を実施した小中学校の割合が増加傾向にあることから、環境教

育の取組が図られてきているところですが、環境教育の担い手となる環境教育専門員数が横

ばい及び高齢化の状況にあることから、環境配慮の取組を実践できる人財を育成するための

取組を行っていく必要があります。 

   ②「施策２ 家庭や事業所における環境配慮行動を促す取組と仕組みづくり」 

     県民のライフスタイルや事業者のビジネススタイルを省エネルギー型に転換させていくた

めの取組として、省エネ活動などの「見える化」を図るため、エコキャラバンやエコ活に取

り組んできたところであり、引き続き、「もったいない・あおもり県民運動」の一環とし

て、県民、事業者、学校・団体が連携した「あおもりエコの環（わ）スマイルプロジェク

ト」を展開し、普及啓発に努めていく必要があります。 

   ③「施策３ 環境情報の提供と環境活動のネットワークづくり」 

     ホームページや広報紙、メールマガジンなどを通じて様々な情報を提供してきましたが、

県民や事業者などに環境問題に対する理解を深め、環境に配慮した自主的な取組を促進して

いくためには、多様な情報が整理され、分かりやすく提供されることが重要であります。 

 

※20 グリーン・ツーリズム・・・都市住民などによる「農山漁村において、自然、文化、人々との交流を楽

しむ滞在型の余暇活動」のことです。 
※21 環境公共・・・農山漁村では、自立した農林水産業が営まれ、地域コミュニティが存続することによっ

て、豊かな自然や美しい景観、伝統的な風習・文化などかけがえのない地域資源を将来に引き継いでいく

ことが可能となります。このため、本県では、「農林水産業を支えることは地域の環境を守ることにつな

がる」との観点から、農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備を行う公共事業を「環境公

共」として位置づけ推進しています。 

 


