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資料５ 

資料３ 第６次青森県環境計画（素案）の修正について 

頁 修正前 修正後 修正理由等 

9 

 

②生活環境の７行目「立入調査」 

 

「立入検査」 

 

記載ミス 

 

16 

 

ＳＤＧｓのメインロゴの部分 ＳＤＧｓのメインロゴが８月に変更となったことから、新

しいロゴに修正する（16ページのとおり）。 

メインロゴの変更 

25 現状と課題の６行目「公共用水域の監視」 「公共用水域の水質の監視」 文言の整理 

25 

 

施策の展開方向の①の１行目「発揮させ」 

 

「発揮させながら」 

 

文言の整理 

 

26 施策の展開方向の④の１行目 

「農業委員会や農業会議、農業参入企業など関係者と連携

して、農地制度や優良事例の情報共有に取り組むととも

に」 

「農業委員会や農業会議と連携した農地制度の周知や農業

参入企業への優良事例の情報共有に取り組むとともに」 

文言の整理 

26 施策の展開方向の⑤の１行目 

「地区環境公共協議会」 

「地区環境公共推進協議会」 記載ミス 

26 施策の展開方向の⑥の１行目 

「ＪＡ生産部会等への働きかけや農業者の取組意向の把握

と、関係市町村等への情報提供を通じて、地域ぐるみによ

る交付金活用を進めます。」 

「ＪＡ生産部会等を通じた農業者の取組意向の把握や、関

係市町村等への情報提供により、地域ぐるみの交付金活用

を進めます。」 

文言の整理 

26 施策の展開方向の⑧の１行目「公共用水域の監視」 

２行目「機能保全計画書」 

 

「公共用水域の水質の監視」 

「最適整備構想」 

文言の整理 

26 施策の展開方向の⑫の２行目 

「学校の環境教育に対する支援の継続、新たなふるさと環

境守人制度における巡視活動や啓発活動を実施します。」 

「学校の環境教育に対する支援やふるさと環境守人による

巡視活動等を引き続き実施します。」 

文言の整理 

26 施策の展開方向の⑰の１行目 

「藻場等の増殖場や」 

「海岸清掃などによる漁場環境の保全や藻場などの増殖場

や」 

文言の整理 

29 

 

 

現状と課題の１行目 

「本県では４つの国定・国立公園と７つの県立自然公園が

指定されるなど、優れた自然環境を数多く有していま

す。」 

「本県には、国立と国定が２か所ずつ、県立が７か所の計

11か所の自然公園をはじめとして、数多くの優れた自然環

境があります。」 

 

分かりやすい表現への変更 
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29 現状と課題の７行目 ２つ目の現状と課題に追記する。 

「平成 28年 7月、十和田八幡平国立公園が環境省の国立

公園満喫プロジェクトに選定されたことを受けて、関係機

関・団体が一体となって、国立公園内の自然環境の保全と

活用に向けた取組を進めていますが、地域の優れた自然の

価値や魅力の発信は十分でない状況にあります。」 

最近の出来事である国立公園満喫プ

ロジェクトについて追記する。 

31 施策の展開方向の②の１行目「発揮させ」 「発揮させながら」 文言の整理 

33 施策の展開方向の①の１行目 

「ビオトープ創出を契機とした」 

「農業農村整備事業を契機としたビオトープの創出など」 文言の整理 

33 施策の展開方向の⑥の１行目 

「営農分野などと」 

【農村整備課】 

「農・林・水」 

【畜産課、林政課、農村整備課、漁港漁場整備課】 

文言の整理 

関係課の整理 

35 現状と課題の１行目 

「開発行為や山林の荒廃などにより悪化しており」 

「異常気象や耕作放棄地の増加などによって変化してお

り」 

 

最近は開発行為や山林荒廃に比べ

て、異常気象や耕作放棄地の増加に

起因することが要因であると推測さ

れるため 

35 施策の展開方向の②の２行目 

「重要な湿地・湿原などの保全を推進します。」 

 

「重要な湿地・湿原などの保全を地域や関係機関と連携し

て推進します。」 

地元が設置する活用協議会等に県が

一員として参画し取り組んでいるた

め 

35 施策の展開方向の④の２行目 

「計画的な捕獲を推進するとともに」 

「生息状況を把握するためのモニタリング調査と併せて計

画的な捕獲を推進するとともに」 

捕獲だけでなく生息状況の把握も必

要なため 

35 

 

 

施策の展開方向の⑤の２行目 

「狩猟制度や魅力の普及啓発を行います。」 

 

「狩猟制度や魅力の普及啓発、養成研修などを行いま

す。」 

 

狩猟者の養成に係る取組も必要なた

め 

 

35 施策の展開方向の⑥の２行目 

「被害状況の把握や」 

「生息状況及び被害状況の把握や」 生息状況の把握も必要なため 

36 各主体に期待される役割の市町村等の表の１行目 

◎野生動植物や希少種の保護に関する意識づくり 

◎希少種の保護など野生動植物の保護管理に関する意識づ

くり 

◎有害鳥獣捕獲など管理対策の推進 

◎捕獲従事者の確保・育成など管理体制の整備 

文章表現の整合を図るとともに、町

村等が有害鳥獣捕獲や捕獲従事者の

研修等も実施しているため 

36 各主体に期待される役割の環境保全団体の表の１行目 

◎野生動植物や希少種の保護に関する意識づくり 

 

◎希少種の保護など野生動植物の保護管理に関する意識づ

くり 

文章表現の整合を図るため 
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36 各主体に期待される役割の学校等の教育機関の表の１行目 

◎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 

◎希少種の保護など野生動植物の保護管理に関する環境教

育・学習の推進 

◎野生動植物に係る調査研究者の育成 

文章表現の整合を図るとともに、有

識者等の意見を踏まえて研究者の育

成を追加したため 

37 現状と課題の１行目 

「来訪者の増加や特定の地区への入り込みの集中により」 

「来訪者の増加や」を削除し、「特定の地区への入り込み

の集中により」とする。 

白神山地の入込者数は近年減少し続

けているため 

37 施策の展開方向の③の１行目 

「国内外の観光客向けに」 

「新たな価値の創出と国内外の観光客向けに」 重点施策の目的と整合させる表現と

するため 

37 各主体に期待される役割の遺産地域及び周辺市町村の表の

５行目 「白神山地の自然観光資源」 

「白神山地の地域資源」 

６行目に「インバウンド対策の推進」を追記 

白紙山地は観光地でないことから、

他の記述に合わせ「地域資源」と標

記を統一するとともに、インバウン

ド対策の記述を追加するため 

37 各主体に期待される役割の県民の表への追加 

 

３行目に◎保全に係るボランティア活動を追記 

（38ページ） 

ごみ拾いや下草刈りなどボランティ

ア活動が行われているため 

38 各主体に期待される役割の環境保全団体の表の４行目 

「自然観光資源」 

「地域資源」 他の記述に合わせ「地域資源」と標

記を統一するため 

39 現状と課題の２行目 

「平成 29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。」 

「また、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となっています。」 

 

文言の整理 

39 現状と課題の７行目 

「注意深く適正利用を進め」 

「注意深く」を削除し、「適正利用を進め」とする。 文言の整理 

39 施策の展開方向の③「温泉源」 「温泉資源」 文言の整理 

39 各主体に期待される役割 

市町村等の表の「温泉の保護」 

事業者の表中２行目の「温泉資源の保護」 

「温泉の保全」 

「温泉資源の保全」 

文言の整理 

49 現状と課題の８行目 

「有効利用が進んでいないことから、研究開発などを通じ

て未利用資源の有効利用を推進していくことが課題となっ

ています。」 

「十分に有効利用されていないため、研究開発や技術普及

などにより未利用資源の活動拡大に取り組んでいく必要が

あります。」 

文言の整理 

50 施策の展開方向の追加 

 

政策３施策２の施策の展開方向に⑭として「家畜排せつ物

の具体的な利用」を追記する。 

「家畜排せつ物の横断的なほ場還元を推進するとともに、

バイオマス発電等の先進技術の情報の収集・周知に努めま

す。」【畜産課】 

家畜排せつ物の具体的な利用の追記 
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50 事業者の表中の３行目 

「建設廃棄物」 

「建設資材廃棄物」 文言の整理 

52 現状と課題の４行目 

 

 

１つ目の現状と課題に追記する。 

「なお、本県における産業廃棄物の不法投棄等の大半が建

設・解体工事に伴い排出される建設系廃棄物であることか

ら、平成 29年度から建設資材廃棄物の引渡完了報告制度

を運用するとともに、平成 30年 12月には、青森県建設系

廃棄物適正処理推進行動指針を策定しました。」 

平成 30年 12月に青森県建設系廃棄

物適正処理推進行動指針を策定した

ため、追記する。 

52 現状と課題の 7行目 

「ＰＣＢ廃棄物処理基本計画を定めたほか」 

 

「ＰＣＢ廃棄物処理基本計画を変更したほか」 

 

 

国が同計画を策定したのは平成 15

年４月であり、同計画の直近の改訂

は平成 28年 7月のため、修正す

る。 

52 施策の展開方向の③の取組 

「有害廃棄物の不適正処理事案や暴力団の関与する事犯等

の悪質な事犯を取り締まるにあたり、組織の総合力を発揮

した取締りに配慮するとともに、関係機関と連携を深め、

事犯の早期発見、早期検挙による被害の拡大防止、効果的

な広報等による未然防止及び原状回復により生活環境の保

全に努めます。」 

「廃棄物の不適正処理事案や暴力団の関与する事犯等の悪

質な事犯を取り締まるにあたり、組織の総合力を発揮する

とともに、関係機関と連携を深め、事犯の早期発見、早期

検挙による被害の拡大防止、効果的な広報等による未然防

止により生活環境の保全に努めます。」 

文言の整理 

53 事業者の表中の４行目 

「ＰＣＢ廃棄物の適正保管と法令に基づく届出及び適正処

理」 

「ＰＣＢ廃棄物の期限内処分の徹底」 

 

文言の整理 

 

55 施策の展開方向の○重⑧の取組 ○重を削除する。 記載ミス 

55 

 

施策の展開方向の⑪の取組 

「焼却施設から低炭素型に向けた高効率的な処理方式を検

討します。」 

「焼却から低炭素型に向けた処理方式の検討をします。」 

 

文言の整理 

 

61 施策の展開方向の④への追記 政策５施策１の施策の展開方向④に「良質なたい肥を生産

し、積極的に利用することは、悪臭防止の有効な手段の１

つであること」を追記する。 

「悪臭拡散防止のため、畜産農家の実態に基づき、それぞ

れの状況に応じた指導を行うほか、臭気抑制技術の情報

提供を行うとともに、悪臭拡散防止の有効な手段の一つ

である良質なたい肥の生産・利用を推進します。」 

【畜産課】 

良質なたい肥の生産、積極的利用す

が悪臭防止の有効な手段の１つであ

ることの追記 
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67 施策の展開方向の③の取組 

「また、市町村等と連携した住宅地等における農薬の使用

方法について周知するほか、農薬危害防止運動の展開によ

り」 

「特に、市町村等と連携し、住宅地等における農薬の適正

な使用方法について周知するほか」 

文言の整理 

75 

 

施策の展開方向の追加 政策６施策１の施策の展開方向に⑦として「環境等に配慮

した消費生活」の取組を追記する。 

⑦消費者が、自らの消費生活に関する行動が、地球環境や

社会経済情勢に影響を及ぼし得るものであることを自覚

できるよう、消費者向けの各種講座の中で、環境に負荷

の少ない商品・サービスの選択や食品ロスの削減など、

環境に配慮した消費生活に関する学習の機会を提供する

とともに、各種リーフレット等による啓発に取り組みま

す。【県民生活文化課】 

第３次青森県消費生活基本計画（平

成 29年２月策定）では、施策の基

本的な柱の一つとして「環境等に配

慮した消費生活」を掲げているとこ

ろであり、同計画との整合性を図る

ため、追記する。 

83 ２ 政策・施策の具体的展開とＳＤＧｓとの関係 

政策６施策１「４ 質の高い教育をみんなに」「17 パー

トナーシップで目標を達成しよう」に○ 

「環境等に配慮した消費生活」の取組を追記することに伴

い、表の政策６施策１の「12 つくる責任つかう責任」に

も○を付す。 

75ページの追記に伴うもの 

84 84～85環境指標の表示 84～86目標設定指標、87～88モニタリング指標を掲載 10の指標を新規追加 

88 計画のＰＤＣＡサイクルのイメージ 図を挿入（92ページのとおり）  

97 

 

 

※２ 周知の埋蔵文化財包蔵地の説明 

「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地の

ことです。遺跡。」 

「文化財保護法の用語で、埋蔵文化財を包蔵する土地とし

て周知されている土地を指します。いわゆる遺跡のことで

す。」（101ページ） 

正しく、分かりやすい表現とした 

 

98 

 

ア 農林地等の緑地や植生の改変に係る環境配慮 

 

最後に、「緑化資材は郷土種の選定に努めることとし、外

来種の侵入を抑止する。」を追記する。 

緑化工事に伴う外来種の侵入を規制

する記述がないため 

106 ②建築物等の施設の解体に伴う環境保全に係る配慮 

５行目 

「ＰＣＢ廃棄物（低濃度のものを含む。）については、特

別管理産業廃棄物として、法令等を遵守し、適性に保管お

よび報告を行い、適正に処理する。」 

「ＰＣＢ廃棄物（低濃度を含む。）については、特別管理

産業廃棄物として、法令で定める期限内に確実かつ適正に

処分する。」（110ページ） 

文言の整理 

145 【重点施策３】３行目 

「「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」も年々増加しています。」 

「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は増加傾向にあります。」 

（149ページ） 

143ページ（147ページ）政策６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の記載内容の表

現に合わせる 

※（ ）内のページは資料３の修正版のページとなります。 


