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□現状と課題

　　本県は、日本海、太平洋、津軽海峡と三方を海に囲まれ、県土の３分の２を森林が占め、世界自

然遺産白神山地や十和田湖を擁するなど、豊かな自然環境に恵まれています。

　　また、約800kmの長い海岸線や変化に富んだ地勢、日本海側と太平洋側の異なる気候の下、生

息・生育する動植物は多種多様にわたっています。

　　本県の豊かで美しい自然環境は、洪水緩和や水質浄化などの水源涵
かん

養※１機能だけでなく、観光

資源としても地域振興に重要な役割を果たしています。

　　また、その自然環境に育まれた生物多様性がもたらす恵みは、人間の生命と地域色豊かな暮らし

を支えています。

　　さらに、山、川、海の水循環によって作り出された良質な水資源は、県土を潤し、生命を育むだ

けでなく、安全・安心な食料の生産などを通じて産業振興にも貢献してきました。

　　このように恵まれた本県の自然環境は、私たちにうるおいとやすらぎをもたらしてくれるだけで

はなく、県民の「生業（なりわい）」と生活を支える重要な財産です。

　　しかし、便利さや快適さを求める私たちの生活様式や事業活動は、自然環境に大きな影響を及ぼ

し、動植物の生息・生育環境の悪化などの問題が生じているほか、森林の多面的機能※２の低下も

懸念されます。

　　私たちの重要な財産である豊かな自然環境を適切に保全し、理解を深め、揺るぎない形で次世代

に引き継いでいくため、水や緑、大地、そこに棲む多様な生物などとの共生を図っていく必要があ

ります。

１　健全な水循環の確保・水環境の保全

２　優れた自然環境の保全とふれあいの推進

３　森林の保全と活用

４　里地里山や農地の保全と環境公共※３の推進

５　野生動植物の保護・管理

６　世界自然遺産白神山地の保全と活用

７　温泉の保全

【 求められる施策 】

※１　水源涵（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。

※２　森林の多面的機能…木材等の供給のほか、生物多様性の保全、二酸化炭素の吸収による地球温暖化防止、土砂災害の防

止、水源涵（かん）養など、森林が有する多くの機能のことです。

※３　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」と位置付け推進しています。

政策１ 健やかな自然環境の保全と創造
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政策１施策１

□現状と課題

　　本県は、三方を海に囲まれ、それぞれの海域には、岩木川、馬淵川、高瀬川の一級河川をはじ

め、追良瀬川、赤石川、五戸川、奥入瀬川など多くの河川が、原生的自然からなる白神山地や八甲

田山※１、十和田湖などに源を発し、県土を潤しながら流入しています。

　　また、十和田湖や小川原湖、十三湖、尾駮沼や鷹架沼、ラムサール条約湿地※２仏沼など県内に

は多彩な湖沼や池、湿地・湿原が存在しています。

　　山、川、海へと循環していく水資源は、県民の暮らしや産業活動を支え、様々な生物の生命を育

む基盤となることから、良質な水資源を確保するため、森・川・海※３を一体的にとらえるととも

に、水質のみならず水量や水生生物の生息・生育環境が適切に保全された健全な水循環を保全・創

造するための取組が求められています。

　　また、本県の公共用水域（河川、湖沼、海域）の水質の状況は、水質に関する環境基準の代表的

指標であるＢＯＤ※４又はＣＯＤ※５で見ると、環境基準達成率は、近年90％前後で推移しており、

県全体としては、おおむね良好な状態で推移していますが、一部の水域において生活排水などが主

な原因と考えられる環境基準の継続的な非達成が見られており、公共用水域の監視を続けていく必

要があるほか、汚水処理施設の整備による生活排水対策の推進などが求められています。

□モニタリング指標

指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

1 公共用水域の環境基準達成率（％） 

（BOD又はCOD）

22 23 24 25 26

92 86 93 85 92

県民生活に密接に関わる公共用水域の水質の状況を示す指標として、公共用水域（河川、湖

沼、海域）の環境基準を達成している割合を選定。

施策１ 健全な水循環の確保・水環境の保全

※１　八甲田山…八甲田大岳・高田大岳・井戸岳・赤倉岳・前岳・田茂萢岳・小岳・硫黄岳・石倉岳・雛岳・櫛ヶ峰・下岳・

駒ヶ峰・猿倉岳・乗鞍岳などからなる地域を本計画ではこのように呼称します。

※２　ラムサール条約湿地…イランのラムサールという町で1971年（昭和46年）に採択され、1975年（昭和50年）に発効した

ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）に基づき登録された湿地のことです。日本

では、50か所の湿地が登録されており、本県の三沢市の仏沼は、2005年（平成17年）11月8日に登録されました。

※３　森・川・海…県民の豊かで潤いのある生活の礎となるふるさとの森と川と海を、県、県民、事業者が一体となって保

全・創造し、より豊かで県民の誇りとなるふるさとの実現をめざすため、平成13年12月に「青森県ふるさとの森と川と海

の保全及び創造に関する条例」が制定されています。

※４　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。

※５　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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指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

2 十和田湖の水質（CODの年間平均値）

（ｍg/リットル）
21 22 23 24 25

（十和田湖） 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4

（全国平均） 3.4 3.4 3.3 3.3 2.9

十和田湖の水質（汚濁）の状況を示す指標として、十和田湖の水質環境基準点（中央）におけ

る年間平均値を選定。

3 十和田湖の水質（透明度の年間平均値）

（ｍ）

22 23 24 25 26

10.6 10.1 9.2 10.5 10.5

十和田湖の水質（清澄さ）の状況を示す指標として、十和田湖の水質環境基準点における年間

平均値を選定。

4 汚水処理人口普及率（％） 22 23 24 25 26

（青森県） 71.6 73.0 73.9 75.2 76.4

（全　国） 86.9 87.6 88.1 88.9 89.5

川や海などの公共用水域の水質保全を図ることができる指標として、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・合併処理浄化槽等の各事業による処理人口の合計

の割合を選定。

□施策の概要

　　１　山から川、川から海、海から山へと循環する水の流れを一体ととらえた、山・川・海の保全

と再生を推進します。

　　２　上流域から下流域までの一連の水の流れの過程において、良好な水質・底質、水量、水辺と

生物多様性を確保します。

　　３　公共用水域における環境基準の達成・維持を図ります。

□施策の展開方向

＜きれいな水を育む緑豊かな森づくりの推進＞

重※６①　水源涵
かん

養などの森林の有する多面的機能を保全するため、スギやアカマツ、ヒバをはじ

め、ブナやナラ、クリ、ケヤキなどの郷土樹種を用いた再造林や複層林※７化、適切な除伐・

間伐等による森林の適正な整備を推進します。【林政課】

　重②　「ふるさとの水辺サポーター制度」等のアダプト・プログラム※８の活用など県民の参加によ

る自主的な水辺環境や海岸環境の保全、植林活動を推進します。【林政課、河川砂防課】

＜安全・安心な恵みの里づくりの推進＞

　　③　水源涵
かん

養などの多面的機能を有する水田や農業用施設等の適切な保全・管理を図るととも

に、荒廃農地の発生防止に向けて取り組みます。【構造政策課、農村整備課】

　　④　河川や水路、海岸等の改修が必要となる場合は、自然環境と調和した多自然川づくり※９、

水路づくり、海岸づくりなどに取り組み、水生生物等が生息・生育できる環境の保全を推進し
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政策１施策１

ます。【農村整備課、漁港漁場整備課、河川砂防課】

　　⑤　化学合成農薬や化学肥料の使用の低減を図る環境にやさしい農業※10を推進するとともに、

家畜排せつ物の適正処理を推進します。【食の安全・安心推進課、畜産課】

　　⑥　下水道や農山漁村の集落排水施設及び合併処理浄化槽等の汚水処理施設の整備を、国や市町

村と適切に連携しながら総合的かつ効率的に推進するとともに、家庭など日常生活からの排水

による水質汚濁を防止するため、生活排水対策講習会の開催等による普及啓発活動を実施しま

す。【環境保全課、農村整備課、漁港漁場整備課、都市計画課】

　　⑦　休廃止鉱山における坑廃水処理施設・設備を適切に保守・管理し、坑廃水処理事業を円滑に

進めます。【商工政策課】

　　⑧　ラムサール条約湿地である仏沼など、野生生物の生息・生育地として重要な湿地・湿原など

の保全を推進します。【自然保護課】

　　⑨　流域住民等が協働で行う水資源保全活動の支援等により、森と川と海のつながりの大切さに

対する理解を促していきます。【河川砂防課】

　重⑩　公共用水域や地下水の常時監視の実施により水質を把握するとともに、特定事業場への立入

検査による指導、公害防止協定の締結・運用により公共用水域の水質汚濁防止を推進します。

 【環境保全課】

　重⑪　十和田湖や小川原湖、陸奥湾などの湖沼・海域等の水質保全対策を推進します。

 【環境保全課、河川砂防課】

＜豊かな水産資源を育む豊穣の海づくりの推進＞

　重⑫　海岸清掃などによる漁場環境の保全や藻
も ば

場※11・魚
ぎょしょう

礁※12の整備により、豊
ほうじょう

饒の海づくり※13に

努めます。【環境政策課、水産振興課、漁港漁場整備課】

※６　重…重点施策（第４章）の展開方向として位置付けて取組を進めていくものです。

※７　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るほか、生物の多様性の確保にもつながります。

※８　アダプト・プログラム…一定区間の公共の場所において市民団体や企業が美化活動(清掃)を行い、行政がこれを支援す

る制度のことです。

※９　多自然川づくり…河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、調

査、計画、設計、施工、維持管理などの河川管理を行うことです。

※10　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。

※11　藻場…ここでは、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。

※12　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。

※13　豊
ほうじょう

饒の海づくり…大型海藻の増養殖や藻場づくり、魚礁の設置等、漁場の再生を通じた豊かな水産資源を育む取組のこ

とです。
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□各主体に期待される役割

市 町 村 ◎　森林の適切な整備・管理

◎　水道水源地域の環境保全と安全・安心な水道水の供給

◎　下水道や集落排水施設、浄化槽などの汚水処理施設の整備

◎　生活排水対策の推進や水環境の保全に関する普及啓発

◎　化学合成農薬や化学肥料の使用低減を図る環境にやさしい農業の推進

◎　関係機関との連携による公害苦情の適切かつ迅速な処理

県 民 ◎　森林ボランティア活動への参加

◎　河川、湖沼、湿地・湿原、海岸及び農業用水路等の美化清掃・環境保全活動へ

の参加

◎　下水道等への接続や浄化槽の整備・適切な維持管理

◎　食べかすや油を流さないなど適切な生活排水対策の実施

事 業 者 ◎　節水や雨水の利用などによる水資源の有効活用

◎　水質汚濁防止に関する法令の遵守

◎　原料の転換や設備の改善による水質汚濁物質の排出抑制

◎　地方公共団体や地域住民との公害防止協定の締結と協定事項の遵守

農 業 者 ◎　農業用水路等の適切な保全・管理

◎　化学合成農薬や化学肥料の使用低減を図る環境にやさしい農業の実践

林 業 者 ◎　郷土樹種の植栽や複層林化、適切な除伐、間伐等による森林の適正な整備

環境保全

団　　体

◎　水循環や水環境の保全に関する意識づくり

◎　森林ボランティア活動の実施

◎　河川、湖沼、湿地・湿原及び海岸等の美化清掃・環境保全活動の実施

学校等の

教育機関

◎　水循環や水環境の保全に関する環境教育・学習の推進

大学等の

研究機関

◎　水質汚濁の仕組みや汚濁負荷の低減に関する調査研究
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政策１施策２

□現状と課題

　　県内には、十和田八幡平国立公園、三陸復興国立公園や下北半島国定公園、津軽国定公園の４つ

の国立・国定公園のほか、浅虫夏泊、大鰐碇ヶ関温泉郷、名久井岳、芦野池沼群、黒石温泉郷、岩

木高原、赤石渓流暗門の滝の７つの県立自然公園が指定されています。

　　また、県では、県内各地の優れた自然環境を保全することが特に必要な地域として、自然環境保

全地域※１に９地域、開発規制地域※２に４地域、緑地保全地域※３に10地域の計23地域を指定してい

るなど、本県は優れた自然環境を数多く有しています。

　　これら自然環境の保全を図り、次世代に継承していくことが必要であるほか、優れた自然とのふ

れあいを通じて、県民にうるおいとやすらぎをもたらすとともに、自然保護思想の普及を図ってい

くことが求められています。

　　さらに、平成23年３月に発生した東日本大震災は、多くの人々の生命や財産に被害をもたらした

だけでなく、自然環境にも大きな影響を与えました。これを受けて、国は平成24年５月にグリーン

復興ビジョンを公表し、三陸復興国立公園の創設をはじめとした様々な取組を通じて、自然の恵み

と脅威を学びつつ、それらを活用した復興が推進されています。

　　これにより、平成25年５月に本県の種差海岸・階上岳地域が三陸復興国立公園として指定され、

こうした地域の自然を保全しながら適切な利用を推進していくことが求められています。

※１　自然環境保全地域…自然環境を保全することが特に必要な区域等の保全を推進するものとして、環境大臣が自然環境保

全法に基づき、また、知事が青森県自然環境保全条例に基づき指定する区域のことです。

※２　開発規制地域…無秩序な開発を規制し、自然環境の保全に努めるべきものとして、知事が青森県自然環境保全条例に基

づき指定する区域のことです。

※３　緑地保全地域…市街地や集落地等における樹林地、草原、水辺地などの自然環境を保全し、住民の良好な生活環境を維

持する必要があるものとして、知事が青森県自然環境保全条例に基づき指定する区域のことです。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度等）

実績値

指標の説明と選定理由

1 自然公園内観光地点入込客数（千人） 21 22 23 24 25

12,715 9,190 7,492 7,878 7,730

自然公園の利用状況を表す指標として、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）を選定。

2 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

21 22 23 24 25

960 813 688 603 622

自然とのふれあい機会への関心を示す指標として、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（年度集計）を選定。

施策２ 優れた自然環境の保全とふれあいの推進
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□施策の概要

　　１　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を推進します。

　　２　自然公園の適正な利用により、優れた自然の風景地の保護と自然とのふれあいを推進しま

す。

□施策の展開方向

　　①　自然環境保全地域等の指定制度の活用により、優れた自然環境が維持されている地域を保全

します。【自然保護課】

　　②　県が配置する自然保護指導員による地域内の巡回や入山マナー指導、標識等の設置により県

自然環境保全地域、県開発規制地域、県緑地保全地域を保全します。【自然保護課】

　　③　自然公園を維持・保全するため、工作物の新築、木竹の伐採などの行為規制を適切に実施す

るとともに、貴重な植物の採取などの違法行為防止、公共の場所における清掃美化を推進しま

す。【自然保護課】

　重④　優れた自然とのふれあいを推進するため、自然公園における各種施設の整備・補修を実施す

るとともに、県立自然ふれあいセンターや白神山地ビジターセンター、自然観察歩道、東北自

然歩道等の施設の利用促進を図ります。【自然保護課、観光企画課】

　　⑤　マイカー交通規制を伴う奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクト※４など、環境負荷を低減

しながら自然とふれあう取組を推進します。【道路課】

　　⑥　本県の優れた自然観光資源と地域の創意工夫を生かしたエコツーリズム※５を推進します。

 【自然保護課】

　　⑦　三陸の豊かな自然と文化を活用した産業振興と交流人口の拡大を図るため、関係団体と連携

して三陸ジオパーク※６の取組を推進します。【生活再建・産業復興局】

　新⑧　自然公園の活用を目的として下北半島国定公園内で実施する自然教育の担い手育成事業を通

じて、下北ジオパーク構想の課題の一つである、地域の優れた自然資源の保全や活用に関する

住民理解の促進を図ることで、取組を支援します。【自然保護課】

※４　奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクト…奥入瀬渓流の自然環境保全に資する活動や10月下旬に行うマイカー交通規制

の取組を通して、訪れる観光客や青森県民に自然環境保全の理解浸透・啓発を図り、もって当該地域の永続的な保全と、

自然環境を生かした当該地域の地域振興・観光振興を図ることを目的とした取組です。

※５　エコツーリズム…自然環境及び歴史文化を損なうことなく、地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を

観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、保全につながっていくことを目指していく旅行スタイルのこ

とです。

　　　観光客に地域の資源を伝えることによって、地域の住民も自分たちの資源の価値を再認識し、地域の観光のオリジナリ

ティが高まり、活性化させるだけでなく、地域のこのような一連の取組によって地域社会そのものが活性化されていくと

考えられています。

※６　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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政策１施策２

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　優れた自然に親しむ機会の充実や自然環境保全の意識づくり

◎　公園区域内の清掃美化

県 民 ◎　温泉資源の適正利用

事 業 者 ◎　自然公園法や自然環境保全条例などの関係法令の遵守

◎　地域の自然観光資源を生かしたエコツーリズム事業の実施

環境保全

団　　体

◎　自然保護活動や自然観察会等の開催

◎　地域の自然観光資源を生かしたエコツーリズム事業の実施

学校等の

教育機関

◎　自然公園や県立自然ふれあいセンター、白神山地ビジターセンターなどの利用

による自然環境教育の推進
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□現状と課題

　　本県の森林は、全国第９位の面積を有しており、ヒバやブナのほか、スギやアカマツなど多様な

樹種がバランス良く分布しており、県土の保全や洪水緩和、水資源の貯留、水質浄化及び保健休養

などの機能を果たしています。

　　また、ブナ林などからなる森林は、多様な動植物が生息・生育する場所でもあり、森林から涵
かん

養

された水は、河川や海に豊富な栄養をもたらし、河川や沿岸海域の魚類などの生物を育むなど、本

県の豊かな自然環境を構成する重要な要素として、私たちに豊かな恩恵をもたらしています。

　　また、最近では、森林は二酸化炭素の吸収源として、地球温暖化防止に大きな役割を果たすこと

が期待されています。

　　しかし、近年は、木材価格の低迷に伴う林業経営の悪化や林業従事者の減少により、造林や保

育、間伐などの適切な維持・管理が充分に行われない森林が増加し、森林の多面的機能の低下が懸

念されています。

　　このため、多面的機能が発揮される健全な森林の育成・保全が求められており、森林資源の積極

的な利活用を通じた林業・木材産業の活性化や森林の整備・保全活動に対する県民や森林ボラン

ティア団体、企業などの多様な主体の参画が課題となっています。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

1 間伐実施面積（民有林）（ha） 22 23 24 25 26

6,410 6,176 3,295 4,277 3,173

森林の保全と活用の状況を示す指標として、民有林における間伐実施面積を選定。

□施策の概要

　　１　多面的機能が発揮・維持される健全な森林を育成・保全します。

　　２　森林資源の適切な利活用を推進します。

　　３　森林づくりに対する多様な主体の参加を促進します。

 

施策３ 森林の保全と活用
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政策１施策３

□施策の展開方向

　　①  森林の多面的機能を発揮するため、保安林制度により目的に応じて保安林の指定を進めると

ともに、伐採や転用等に係る林地開発許可制度を適切に運用します。【林政課】

　重②  水源涵
かん

養などの森林の有する多面的機能を保全するため、スギやアカマツ、ヒバをはじめ、

ブナやナラ、クリ、ケヤキなどの郷土樹種を用いた再造林や複層林化、適切な除伐・間伐等に

よる森林の適正な整備を推進します。【林政課】

　　③  松くい虫被害※１やナラ枯れ被害※２の防止対策を推進します。【林政課】

　重④  間伐材や林地残材などの森林資源を積極的に利活用し、林業・木材産業の活性化を通じて森

林の保全を推進します。【林政課】

　　⑤  自然観察・森林体験活動などの森林レクリエーションへの参加を通じて、森林の持つ保健休

養機能などの多面的機能に対する理解を促進します。【林政課】

　重⑥  森林環境教育や県民参加の植林活動、企業による森林整備・保全活動などを通じて森林づく

りに対する多様な主体の参画を促すとともに、森林が持つ多面的機能に対する理解と森林を社

会全体で支えるために、森づくり活動が企業等のメリットにつながるような取組の推進と県民

意識の醸成を図ります。【林政課】

※１　松くい虫被害…マツノマダラカミキリという昆虫が運ぶマツノザイセンチュウがマツに侵入し、マツの樹液を止めるこ

とによって、マツが枯れる伝染病のことです。

※２　ナラ枯れ被害…カシノナガガキクイムシという昆虫がナラ類（ミズナラ・コナラ・カシワ・クリ等）の幹に穴を開けて

集中的に入ることで、病原菌である「ナラ菌」を持ち込み、ナラ類が枯れる伝染病のことです。

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　郷土樹種等による伐採跡地への再造林や複層林化、適切な除伐、間伐等による

市町村有林の適正な整備

◎　森林環境教育や森林レクリエーションの推進

◎　住民が参加する植林活動への支援

◎　県産材や間伐材などを使用した製品等の率先的な購入・利用

県 民 ◎　県産材や間伐材などを使用した製品等の積極的な購入・利用

◎　森林ボランティア活動への参加

◎　森林に親しむイベントなどへの参加

事 業 者 ◎　県産材や間伐材などを使用した製品等の積極的な購入・利用

◎　「企業の森※３」による森林整備・保全活動に対する支援

林 業 者 ◎　郷土樹種等による伐採跡地への再造林や複層林化、適切な除伐、間伐等による

森林の適正な整備

環境保全

団　　体

◎　森林ボランティア活動の実施

◎　森林環境教育や森林レクリエーションの推進

学校等の

教育機関

◎　森林環境教育活動の推進

※３　企業の森…企業や労働組合などがＣＳＲとして行う社会・環境貢献活動、地域との交流活動の一環として、森林環境保

全に様々なかたちで取り組むことです。

政策１施策３
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□現状と課題

　　奥山と都市の中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草

原などで構成される里地里山では、農林業などに伴う様々な人間の働きかけを通じて、身近な生き

ものなど多様な生物が育まれています。

　　特に、本県の農地や水路などの水辺環境には、他県ではあまり見ることができなくなった多くの

身近な生きものが数多く生息・生育しているなど、本県の基幹産業でもある農業を支える農地は、

豊かな生態系の保全や自然とのふれあいなどの多面的機能を有していますが、農業者の高齢化や後

継者不足により、荒廃農地の増加や農業用施設の維持管理に支障が生ずることが懸念されていま

す。

　　里地里山や農地などの二次的自然は、身近な生きものが育まれる場であり、本県の豊かな生態系

を構成する重要な要素であることから、里地里山の重要性についての県民理解の促進や農地・農業

の多面的機能の持続的な発揮に向けた取組への地域住民やＮＰＯなどの多様な主体の参画、健康な

土づくりなどの取組が求められています。

　　また、農山漁村の豊かな自然や美しい景観、伝統的な風習・文化などのかけがえのない地域資源

を未来に引き継ぐため、本県が提唱している「環境公共」を推進していく必要があります。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

1 青森県特別栽培農産物認証制度取組面

積（ha）

22 23 24 25 26

492 452 424 397 416

青森県特別栽培農産物認証制度は、化学合成農薬や化学肥料を使用しない、または、地域の使

用量の半分以下に減らして生産した農産物を「特別栽培農産物」として県が認証する制度で、

化学合成農薬などの使用低減により農地の保全につなげる指標として、取組面積を選定。

□施策の概要

　　１  生物多様性の保全を進めるうえでの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、重要な里地里山を次世代に引き継ぐ取組を推進します。

　　２  身近な生きものを育む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

持続的な発揮を推進します。

　　３  農山漁村の豊かな自然や美しい景観、伝統的な風習・文化などのかけがえのない地域資源を

未来に引き継ぐため、本県が提唱している「環境公共」を推進します。

施策４ 里地里山や農地の保全と環境公共の推進
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政策１施策４

□施策の展開方向

　　①  田んぼの生きもの調査などを通じて農村地域における生態系の現状把握と情報発信を推進す

るとともに、水田や水路などの水辺環境を学びの場や遊びの場として活用し、自然とふれあい

ながら農林水産業や生物多様性の認識を深める活動を推進します。【農村整備課】

　　②　ほ場整備を契機としたビオトープの創出など、里地里山や農地における生態系を再生する活

動を促進します。【農村整備課】

　重③  エコファーマー※１認定制度や県特別栽培農産物認証制度の取組拡大、「日本一健康な土づく

り運動※２」を展開し、化学合成農薬や化学肥料の使用の低減を図る環境にやさしい農業を推

進します。【食の安全・安心推進課】

　　④  農山漁村を訪れて地元の人々と交流し、農林漁業体験やその地域の自然や文化、暮らしに触

れるグリーン・ツーリズム※３の推進を通じて、豊かな自然環境に対する都市部住民の理解促

進を図ります。【構造政策課】

　　⑤  農業の多面的機能の基礎となる農地や農業用水等の資源を農業者だけでなく地域住民やＮＰ

Ｏなどの多様な主体の参画により保全する活動を支援し、農業の多面的機能の持続的な発揮を

図ります。【農村整備課】

　　⑥  地域の住民やＮＰＯに加えて、企業や都市部の住民も参加した里山林等の保全や森林資源を

活用した山村振興の活動を支援し、森林の多面的機能の持続的な発揮を図ります。【林政課】

　　⑦  環境公共の実施を契機とし、公共事業のプロセス（構想～計画～実施～日常の維持管理）に

農林漁業者はもとより、地域の住民やＮＰＯ、企業などの参加を促進するなど、地域力の再生

に向けて取り組みます。【畜産課、林政課、農村整備課、漁港漁場整備課】　

　　⑧  農業者、漁業者による植林、間伐や、ホタテ貝殻、間伐材などの工事利用など、地場の資

源、技術、人財※４の活用により、農業・林業・水産業分野の連携強化を図ります。

 【畜産課、林政課、農村整備課、漁港漁場整備課】

　　⑨  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通じた環境の保全・再生を推進し

ます。【畜産課、林政課、農村整備課、漁港漁場整備課】

※１　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。

※２　日本一健康な土づくり運動…消費者が求める安全・安心で美味しい農産物の生産を拡大するため、県内すべての農業者

が「健康な土づくり」に取り組むことをめざして、平成19年度から県、市町村、農業団体等が一体となって取り組んでい

る運動です。

※３　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。

※４　人財…青森県では「人は青森県にとっての『財（たから）』である」という基本的考えから、「人」「人材」などを

「人財」と表しています。
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□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　地域における里地里山の保全活動の推進

◎　化学合成農薬や化学肥料の使用低減を図る環境にやさしい農業の推進

◎　グリーン・ツーリズムの推進と農林漁業者への支援

◎　市町村における「環境公共」の推進

県 民 ◎　地域における里地里山の保全活動への参加

農 業 者 ◎　化学合成農薬や化学肥料の使用低減を図る環境にやさしい農業の実践

◎　地域住民と連携した農地や農業用水等の保全活動の実施

林 業 者 ◎　郷土樹種の植栽や複層林化、適切な除伐、間伐等による森林の適正な整備

環境保全

団　　体

◎　地域における里地里山の保全活動の実施

◎　農地や農業用水等の資源の保全活動への参加
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政策１施策５

□現状と課題

　　本県に生息・生育する野生動植物は、本県の地理的特性や気候、海流などの影響を受けて多種多

様であり、北限や南限の種も数多く見られるほか、ラムサール条約湿地である仏沼には、絶滅危惧

種オオセッカをはじめとする希少な野生鳥類が多数生息しています。

　　しかし、こうした多様な野生動植物の生息・生育環境は、開発行為や山林の荒廃などにより悪化

しており、ニホンザルやツキノワグマ、カモシカによる農作物等への被害が発生しているほか、近

年、県内においてニホンジカの目撃情報が報告され、食害による農林被害や自然植生への影響が懸

念されています。

　　また、平成12年に発行し、平成22年に改訂した「青森県の希少な野生生物－青森県レッドデータ

ブック※１（2010年改訂版）－」では、絶滅又は絶滅のおそれがある希少野生生物種が916種にも

上っているなど、種の保護と良好な自然環境の保全に向けた取組が求められています。

　　このほか、本県においても、オオハンゴンソウやアライグマ、オオクチバス（ブラックバス）、

ブルーギルなどの外来生物の侵入が見られており、本県の旧来の生態系への影響が懸念されていま

す。

　　生物多様性は、我々のいのちと暮らしを支える基盤であり、野生動植物の生息・生育環境の保全

や外来生物による生態系への影響の防止と特定鳥獣※２の保護・管理に取り組んでいく必要があり

ます。

※１　レッドデータブック…絶滅のおそれのある野生生物のリスト及び生息・生育状況を取りまとめた冊子のことです。

※２　特定鳥獣…生息数を著しく減少させている第一種特定鳥獣と著しく増加させている第二種特定鳥獣の総称です。

□参考資料　

参考資料名（単位） 平成（各年度末現在）

実績値

参考資料の説明と選定理由

1 特定計画が策定されている鳥獣数

（種）

21 22 23 24 25

1 1 1 1 1

保護又は管理を必要とする野生鳥獣の種の数を示す参考資料として、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選

定。（現在は下北半島のニホンザルについて第二種特定鳥獣管理計画を策定済。）

□施策の概要

　　１　野生生物が良好に生息・生育できる豊かな生態系の保全を推進します。

　　２　希少動植物の保護など野生生物の種の多様性の保全を推進します。

　　３　外来生物による生態系への影響の防止と影響緩和を推進します。

　新４　第二種特定鳥獣の適切な管理を推進します。

 

施策５ 野生動植物の保護・管理
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□施策の展開方向

　　①　自然環境保全地域や自然公園の適切な維持管理を行うことにより、豊かな生態系の保全を図

ります。【自然保護課】

　　②　鳥獣保護区や休猟区の指定を適切に行うとともに、鳥獣保護管理員の配置や区域内への標識

設置等を通じて野生鳥獣の保護を進めます。【自然保護課】

　　③　オオセッカなどの希少種が生息するラムサール条約湿地である仏沼など、野生生物の生息・

生育地として重要な湿地・湿原などの保全を推進します。【自然保護課】

　　④　自然環境保全地域や自然公園などの重要な自然地域を核として、野生生物の生息・生育空間

の確保を図り、生態系の保全を推進します。【自然保護課】

　　⑤　県内の特に希少な野生生物の生息状況等を取りまとめた青森県レッドデータブックの活用等

により希少野生生物についての県民の理解と希少野生生物の保護を図ります。【自然保護課】

　　⑥　学術上価値の高い野生動植物については県天然記念物へ指定することなどにより、適切な保

護を図ります。【文化財保護課】

　　⑦　人間と野生鳥獣の適切な関係づくりを進めるため、ニホンザルなどで、人身や農作物に被害

を及ぼす鳥獣については、適切な個体数管理を行うほか、人と野生生物の棲み分けを促進しま

す。【自然保護課】

新・重⑧　近年目撃が増えているニホンジカについては、農作物等の食害や自然環境に対する影響が懸

念されるため、専門家や市町村等と連携して、シカの脅威に対する正しい知識の普及と生息状

況の把握に努め、狩猟者の確保や技術向上による捕獲体制の整備を図ります。【自然保護課】

　　⑨　外来種による在来生物や地域の生態系への影響を防止・緩和するための対策を推進します。

 【自然保護課】

　新⑩　近年、津軽地域において生息域が拡大している特定外来生物のアライグマについては、今

後、個体数の増加に伴い、農作物被害の拡大が懸念されることから、市町村の広域連携に向け

た体制づくりや被害防止活動を支援していきます。【食の安全・安心推進課】

　新⑪　青森県生物多様性戦略※１に基づき、希少種リストの改定や人財データベースの構築、情報

の発信や自然とのふれあい推進など、生き物たちを育み、恵みを授ける自然と共に生きるあお

もりの推進を図ります。【自然保護課】

※１　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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政策１施策５

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　野生動植物や希少種の保護に関する意識づくり

県 民 ◎　生物・生態系の保全活動への参加

◎　外来魚・外来生物の適切な飼育

事 業 者 ◎　野生動植物や希少種の生息・生育状況に配慮した事業活動の実施

環境保全

団　　体

◎　野生動植物や希少種の保護に関する意識づくり

◎　生物・生態系の保全活動の実施

◎　野生動植物や希少種の生息・生育状況の調査への協力

学校等の

教育機関

◎　野生動植物や希少種の保護に関する環境教育・学習の推進
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□現状と課題

　　平成５年12月に世界自然遺産として登録された白神山地は、すぐれた原生状態が保存される、動

植物相の多様性で世界的に貴重なブナ林として、また、特別天然記念物のカモシカや天然記念物の

ヤマネ、クマゲラ、イヌワシをはじめ、多数の貴重な動植物の生息地として、学術的にも重要な地

域となっています。

　　しかし、来訪者の増加や特定の地区への入り込みの集中により、ごみの投げ捨てや踏
とうあつ

圧による植

生の損傷、本来生育しない植物種の侵入など、人の行為による自然環境への影響が懸念されている

ほか、入山者への学習機会の提供が不十分などの課題もあります。

　　このため、秋田県との共同により平成13年10月に策定した「世界遺産白神山地憲章」や平成19年

１月に策定した「青森県白神山地保全・利用基本構想」を踏まえ、保護管理体制を強化しながら、

世界遺産条約に則
のっと

って厳正に保護し、次世代に対して継承していく必要があります。

　　また、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白神山地がもたらす地域資源

を活用した地域づくりを推進していく必要があります。

□モニタリング指標

指標名（単位） 平成（年）

実績値

指標の説明と選定理由

1 白神山地入込者数（人） 21 22 23 24 25

641,497 427,804 332,072 365,171 364,521

世界自然遺産に対する関心の高さを示す指標として、白神山地主要観光地の入込者数を選定。
＊平成22年からは国が定めた「観光入込客統計に関する共通基準」に基づき調査を実施しているため、平成21年とは

単純比較ができない。

□施策の概要

　　１　白神山地のかけがえのない自然を次世代に継承します。

　　２　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を推進します。

□施策の展開方向

　　①　国や秋田県などの関係機関と協議、連携しながら、自然環境保全地域や自然公園、鳥獣保護

区等各種制度の適切な運用を通じて、世界遺産地域の適正かつ円滑な管理に取り組みます。

 【自然保護課】

　重②　白神山地世界自然遺産地域巡視員と国委嘱の巡視員との相互連携により巡視体制の維持・強

化を図り、入山者のマナー向上のための普及啓発と監視・指導に取り組みます。

 【自然保護課】

施策６ 世界自然遺産白神山地の保全と活用
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政策１施策６

　　③　世界遺産地域や周辺地域における、人の利用による影響や外来種の侵入について実態把握を

進めます。【自然保護課】

　　④　白神山地ビジターセンターの利用促進を図るとともに、同センターにおける自然体験・自然

観察活動や情報発信、白神山地で活動する解説員による活動などを通じて、自然保護思想の普

及を図ります。【自然保護課】

　重⑤　体験・滞在型のエコツーリズムの推進により、世界遺産を生かした地域づくりを推進しま

す。【自然保護課】

新・重⑥　白神山地がもたらす恵みや地域資源を活用した体験プログラムや商品等を企画・開発・実践

する取組を推進します。【自然保護課】

□各主体に期待される役割

遺産地域

及び周辺

市 町 村

◎　白神山地の自然環境の重要性に関する意識づくり

◎　白神山地をテーマとした自然観察や体験学習活動の推進

◎　白神山地に関する自然観察施設の運営

◎　白神山地の入山マナー・ルールに関する普及啓発

◎　白神山地の自然観光資源を生かしたエコツーリズムの推進

県　　民 ◎　白神山地をテーマとした自然観察や体験学習活動への参加

◎　白神山地の入山マナー・ルールの遵守

事 業 者 ◎　自然環境保全法などの関係法令の遵守

◎　白神山地の自然観光資源を生かしたエコツーリズムの実施

◎　白神山地の地域資源を活用した体験プログラム等の商品造りを推進

環境保全

団　　体

◎　白神山地の自然環境の重要性に関する意識づくり

◎　白神山地をテーマとした自然観察や体験学習活動の推進

◎　白神山地の入山マナー・ルールに関する普及啓発

◎　白神山地の自然観光資源を生かしたエコツーリズムの実施
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□現状と課題

　　本県の温泉は、平成25年度末において源泉総数が1,084源泉、総ゆう出量は140,537リットル／分

となっています。平成25年度末における源泉総数は全国第６位、総ゆう出量は全国第４位と全国で

も屈指の温泉県です。

　　総ゆう出量に占める自噴泉の割合は、平成25年度末で10.8％と１割程度であり、全国平均の約３

割を大きく下回っています。また、動力泉※１の増加に伴う温泉資源の減少や未利用源泉の放置な

どが課題となっています。

　　利用面においては、これまでの保健休養や観光的利用に加え、公衆浴場、介護老人保健施設等と

多様化しており、年々その需要も増加しつつあります。

　　また、農業・漁業や消雪・融雪、暖房熱源としての利用など、温泉熱や温泉排熱を再生可能エネ

ルギーとして利活用する取組が進められてきています。

　　温泉は、本県の貴重な資源であり、また、再生可能エネルギーとしての潜在能力を有しています

が、資源の枯渇や周辺環境への影響が心配されるため、注意深く適正利用を進め、資源を保全して

いく必要があります。

※１　動力泉…温泉が自噴しない又は必要なゆう出量が得られない等の理由により、温泉を汲み上げるための動力を装置し、

当該動力により温泉をゆう出させている源泉のことです。

□参考資料

参考資料名（単位） 平成（各年度末現在）

実績値

参考資料の説明と選定理由

1 県内の温泉総ゆう出量に占める動力泉

の割合（％）

21 22 23 24 25

91.1 91.2 90.3 89.3 89.2 

温泉資源の推移（増減）を推定する目安と捉え、限りある温泉資源の保護と持続的利用に資す

るための参考資料として、県内の温泉ゆう出量に占める動力泉の割合を選定。

□施策の概要

　　１　温泉の適正な利用の推進により温泉資源を保全します。

施策７ 温泉の保全
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政策１施策７

□施策の展開方向

　　①　ゆう出量等への影響を踏まえて温泉掘削や動力装置、採取等の許可を適切に行うとともに､

掘削状況やゆう出量、温度などに係る立入調査・指導を通じて温泉の適正利用を確保し､温泉

の保全を進めます。【自然保護課】

　　②　残されてきた自然ゆう出源泉の保全を図ります。【自然保護課】

　　③　県内の温泉源の現状把握に努めます。【自然保護課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　歴史的・文化的価値のある温泉の保護やその周辺環境の保全

県 民 ◎　温泉資源の適正利用

事 業 者 ◎　温泉法などの関係法令に基づく適正な温泉の掘削・利用等

◎　温泉資源の保護と適正利用

◎　未利用源泉や温泉熱・温泉排熱の有効利用


