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計画策定の趣旨

2030年のめざす姿

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

　本県の環境をめぐる情勢を概観すると、高度経済成長に伴う産業型公害問題、生活排水や自動車の排

気ガスに起因する大気汚染などの都市・生活型公害に対する各種施策の推進により、地域の生活環境の

改善や優れた自然環境の保全が着実に進む一方で、県民の世帯構成やライフスタイルの変化、家電製品

や自動車の普及などにより、エネルギー起源の二酸化炭素排出量は増加し、県民の１人１日当たりのご

みの排出量が全国値を上回るなどの環境問題が顕在化しています。

　また、自然環境保全対策については、近年、県内においても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（被害）が懸念されていることから、生物多様性の確保や、鳥獣が

及ぼす生活環境等への状況などを考慮し、野生鳥獣の保護と管理を図るための取組を進めていく必要が

あります。

　一方、幸いにも本県には、原生的な自然を保つ世界自然遺産白神山地などの優れた自然が未だ多く残

されており、また、風力やバイオマスなどの環境・エネルギー分野のポテンシャルが高い地域です。

　こうした本県の課題や強みを踏まえ、青森県の環境分野におけるめざす姿や重点的に取り組む施策を

明らかにし、県民一丸となって取り組んでいくため、第５次青森県環境計画を策定しました。

　この計画では、中長期的な視点に立った環境の保全及び創造に関する施策を展開していくため、おおむね

15 年後の 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、めざす姿の実現に向けて取組を進めます。

１　自然と共生する暮らし　　　　　　　　　　  

　県民は、多様な動植物が息づく自然からの恵み
が日々の暮らしや産業活動を支えていることを意
識しながら生活しています。
　そして、自然に負担をかけないように心がけな
がらその恵みを享受する自然共生社会を築き、恵
まれた自然と歴史や風土が感じられる美しい景観
の中で暮らしています。
　世界自然遺産白神山地は、太古からの変わらぬ
姿を保つとともに、人と自然の共生の象徴として、
県内外の人々がその価値を深く認識しています。

２　循環型社会の実現　　　　　　　　　　　　  

　県民は、日々の行動が自らの暮らしの基盤であ
る環境に対して深刻な影響を与える可能性がある
ことを理解し、３Ｒ※に積極的に取り組んでいます。
　また、廃棄物の適正処理や大気・水質などの環
境保全対策によって、県民の快適な生活環境が守
られています。

３　低炭素社会の実現　　　　　　　　　　　　  

　家庭、事業所、行政などあらゆる主体が、環境に
やさしく効率の良い省エネルギー型のライフスタイ
ルや事業活動を確立しています。
　さらに、風力、地熱、太陽光、バイオマス、小水
力、地中熱など地域の特性を生かした再生可能エネ
ルギーを地域で活用する「エネルギーの地産地消」
の取組も進んでおり、世界的な地球温暖化対策に貢
献しています。

４　環境にやさしい青森県民　　　　　　　　　  

　県民は、子どもから大人まで、身近な自然に直接
触れたり、環境について実践的に学ぶ機会を継続的
に持つことで、自然の大切さを理解しています。
　また、環境にやさしい行動が定着しており、環境
問題に意識の高い企業が成長している社会になって
います。

※３Ｒ（スリーアール）…リデュース（Reduce：発生抑制＝「ごみ」は出さない）、リユース（Reuse：再使用＝使える「もの」は繰り返して使う）、　

　リサイクル（Recycle：再生利用＝再び資源として利用する） の３つの頭文字「Ｒ」を取ったもので、環境配慮行動のキーワードとして使われています。
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計画の性格

計画期間

施策の展開

○青森県環境の保全及び創造に関する基本条例に基づき、本県における環境の保全及び創造に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するための計画として策定したものであり、環境の保全及び創造に関す

る目標、施策の方向並びに環境の保全及び創造に関する配慮の指針を示すもの

○県の取組の方向を示すだけではなく、県民、事業者、学校、環境保全団体及び行政などの各主体が環

境への負荷が少ない日常生活や事業活動を進めていくための役割・行動指針をもあわせて示すもの

○「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく、都道府県行動計画としても位置

付けるもの

　平成 28 年度から平成 31 年度までの４年間

 健全な水循環の確保・水環境の保全

 優れた自然環境の保全とふれあいの推進

 森林の保全と活用

 里地里山や農地の保全と環境公共の推進

 野生動植物の保護・管理

 世界自然遺産白神山地の保全と活用

 温泉の保全

 身近にふれあえる緑や水辺の保全と創造

 良好な景観の保全と創造

 歴史的・文化的遺産の保護と活用

 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

 資源循環対策の推進

 廃棄物の適正処理の推進

 大気環境の保全

 静けさのある環境の保全

 地盤・土壌環境の保全

 化学物質対策の推進

 オゾン層保護・酸性雨対策の推進

 環境放射線対策の推進

 環境影響評価の推進

 公害苦情・紛争処理の推進

 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

 地域の特性を生かした再生可能エネルギーの導入推進

 子どもから大人まで環境配慮に取り組む人づくり

 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

 環境情報の提供と環境活動のネットワークづくり

１ 健やかな自然環境の保全と創造

２　県民にやすらぎを与える快適な環境の
　保全と創造

３　県民みんなでチャレンジする循環型
　社会づくり

４　安全・安心な生活環境の保全

５　暮らしと地球環境を守る低炭素社会づくり

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

政　策 施　策
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環境の保全及び創造に関する施策の展開

　この計画では、「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」の実現に向けて、６つ

の政策と関連する 26 の施策を掲げ、施策ごとに、「現状と課題」、「施策の概要」、「施策の展開方向」、「各主

体に期待される役割」を示しています。

　また、本県の環境・環境保全活動の「立ち位置」を確認し、施策の展開に生かしていくため、施策に関連

した「モニタリング指標」を設定しています。

　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ります。

　【　求められる施策　】
１　健全な水循環の確保・水環境の保全　　　　　　　５　野生動植物の保護・管理　

２　優れた自然環境の保全とふれあいの推進　　　　　６　世界自然遺産白神山地の保全と活用

３　森林の保全と活用　　　　　　　　　　　　　　　７　温泉の保全

４　里地里山や農地の保全と環境公共の推進

政策１ 健やかな自然環境の保全と創造

〈主なモニタリング指標〉

指標名（単位）
平成（年度等）

実績値

1　公共用水域の環境基準達成率（％）
22 23 24 25 26

92 86 93 85 92

2　汚水処理人口普及率（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　（青森県）

　　　　　　　　　　　　　　　　（全　国）

22 23 24 25 26

71.6 73.0 73.9 75.2 76.4

86.9 87.6 88.1 88.9 89.5

3　自然公園内観光地点入込客数（千人）
　　※暦年集計

21 22 23 24 25

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

4　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

5　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

6　白神山地入込者数（人）
　　※暦年集計

21 22 23 24 25

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

県民 に期待される役割 に期待される役割事業者

●河川、湖沼、湿地・湿原、海岸及び農業用水路、

　里地里山等の美化清掃・環境保全活動への参加

●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

●外来魚・外来生物の適切な飼育

●白神山地などにおける入山マナー・ルールの遵

守　など

●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

●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

●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

●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　など
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　先人のたゆまぬ努力によって育まれてきた歴史的・文化的資源は、私たちにうるおいとやすらぎをもたら

し、心の豊かさを醸し出すものであり、地域の歴史や生活文化を後世に伝えるだけでなく、生活の快適さを

高める環境として保全するとともに、これらの資源が持つ価値を積極的に創造していきます。

　【　求められる施策　】
１　身近にふれあえる緑や水辺の保全と創造

２　良好な景観の保全と創造

３　歴史的・文化的遺産の保護と活用

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

〈モニタリング指標〉

指標名（単位）
平成（年度等）

実績値

1　１人当たり都市公園等面積（㎡ /人）
22年3月末 23年3月末 24年3月末 25年3月末 26年3月末

16.6 16.8 17.3 17.4 17.6

2　農林漁業体験民宿宿泊者数（人）
22 23 24 25 26

6,155 2,407 4,023 5,404 6,060

3　特別史跡三内丸山遺跡の見学者数（千人）
22 23 24 25 26

329 311 314 289 292

●庭やベランダの緑化、緑のカーテンづくりの取組

●住宅を建てる際の周囲の景観や町並みと調和し

たデザイン・色彩の採用

●地域の歴史・文化に関する学習活動への参加

●民俗芸能や伝統芸能の保存・伝承活動や地域の

祭りへの参加　など

●地域の緑化活動や水辺の保全活動の参加・支援

●景観へ配慮した屋外広告物の設置や町並み保全

への協力

●民俗芸能や伝統芸能の保存・伝承活動の実施

●地域の祭り・行事の開催や参加・支援　など

県民の皆さんに・・・「もったいない・あおもり県民運動」を紹介します。

　県では、県内の温室効果ガスの削減及びごみの排出抑制とリサイクル率の向上を

目指し、県民、事業者、各種団体、行政など多様な主体による、それぞれの役割に

応じた省エネルギー等の地球温暖化対策並びに廃棄物の排出抑制（リデュース）、再

使用（リユース）及び再生利用（リサイクル）といった３Ｒに向けた取組を、県民

総参加の全県的な県民運動として推進しています。

　「もったいない」の精神で、生活や仕事のスタイルを見直し、できることから始め

ましょう。

もったいない・

あおもり県民運動

キャラクター「エッコー」

県民 に期待される役割 に期待される役割事業者
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　県民総参加でごみの発生抑制とリサイクルに取り組んでいくほか、産業廃棄物の３Ｒや未利用資源の資源

化などを通じて、環境への負荷が少ない循環型社会づくりを進めます。

　【　求められる施策　】
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

２　資源循環対策の推進

３　廃棄物の適正処理の推進

政策３ 県民みんなでチャレンジする循環型社会づくり

〈主なモニタリング指標〉

指標名（単位） 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1　１人１日当たりのごみ排出量（ｇ）　　（青森県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国）

1,049 1,047 1,038 1,069 1,069

994 976 975 963 958

2　１人１日当たりの生活系ごみ排出量（ｇ）　　（青森県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国）

712 710 709 729 727

709 697 965 684 678

3　１人１日当たりの事業系ごみ排出量（ｇ）　　（青森県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国）

337 337 329 340 342

285 279 280 279 280

4　ごみのリサイクル率（％）　　　　　　（青森県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国）

12.9 12.9 13.6 14.2 13.7

20.5 20.8 20.4 20.4 20.6

●マイバッグ持参やレジ袋・過剰包装の辞退などに

よるごみの排出抑制

●雑紙（その他紙）を含む紙ごみの分別

●生ごみをごみとして出す前の水切りの徹底

●食品の買いすぎ、料理の作りすぎの防止による食

品ロスの削減

●一般廃棄物と産業廃棄物の区分による適正処理

●両面コピーや裏面利用の徹底、電子メール等の利用によ

るペーパーレス化等による紙ごみの減量

●古紙リサイクルを推進しているオフィス町内会（図１参

照）への参加や古紙リサイクルセンターの積極的利用

●マイバッグ持参の呼びかけとレジ袋無料配布中止（有料

化）、簡易包装の実施

●青森県認定リサイクル製品※２の購入・使用

●廃棄物処理法など関係法令の遵守による廃棄物の適正処

理　など

オフィス町内会のイメージ図（図１）

オフィス町内会システム

排
出
事
業
者
会
員

回
収
事
業
者
会
員

製
紙
会
社

回収定期便

事務局

県・市町村

古紙 古紙

回収数量
及び代金

報告

回収数量報告

売却
代金

※１　グリーン購入…製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入する
　　ことです。
※２　青森県認定リサイクル製品…「青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例」に基づき、県内から発生する循環資源を原材料とし
　　たリサイクル製品のうち、安全性や規格など一定の基準を満たす製品を県が認定しています。認定された製品については、県が行う工事などで優
　　先的に使用されています。

●まだ使える衣類のリユース・リサイクル

●リサイクル製品の購入・使用やグリーン購入※１の

実践　

●資源ごみの集団回収や店頭回収の利用　など

県民 に期待される役割

に期待される役割事業者
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※　リスクコミュニケーション…環境リスクなどの化学物質に関する情報を、市民、産業、行政などが共有し、意見交換を通じて意志の疎通と相互理

　解を図ることです。

　県民生活を取り巻く環境の安全・安心を維持していくため、有害化学物質対策、地球規模の環境問題であ

るオゾン層保護や酸性雨対策、環境放射線対策などの多様な環境課題に関しての新たな知見の収集に努めな

がら、国とも連携し、適切に取り組んでいきます。

　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や、太

陽光、風力などの再生可能エネルギーの利活用を進めることにより、青森県の地域特性を生かした、快適で

暮らしやすい低炭素社会づくりを進めます。

　【　求められる施策　】
１　大気環境の保全　　　　　　　　　　　５　オゾン層保護・酸性雨対策の推進

２　静けさのある環境の保全　　　　　　　６　環境放射線対策の推進

３　地盤・土壌環境の保全　　　　　　　　７　環境影響評価の推進

４　化学物質対策の推進　　　　　　　　　８　公害苦情・紛争処理の推進

　【　求められる施策　】
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

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

政策４

政策５

安全・安心な生活環境の保全

暮らしと地球環境を守る低炭素社会づくり

〈主なモニタリング指標〉

指標名（単位） 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

1　大気環境基準達成率（光化学オキシダントを除く）（％） 100 100 100 98 98

2　自動車騒音の環境基準達成率（％） 99.3 98.2 95.3 99.3 99.4

3　ダイオキシン類の環境基準達成率（％） 100 100 100 100 100

〈主なモニタリング指標〉

指標名（単位）
平成（年度等）

実績値

1　温室効果ガス排出量（千 t-CO2）
20 21 22 23 24

15,023 14,422 14,596 14,879 16,063

2　風力発電導入量（kW）
23年3月末 24年3月末 25年3月末 26年3月末 27年3月末

292,540 307,093 329,063 333,763 363,763

3　木質ペレット生産量（t）
22 23 24 25 26

2,579 2,571 2,444 2,714 3,067

●低公害車の使用

●生活排水の適正処理

●ごみの野外焼却の防止

●家電リサイクル法に基づく使用済みのエアコン、

冷蔵庫・冷凍庫の適正な引き渡し　など

●大気汚染や悪臭防止等に関する法令の遵守

●化学物質に関する住民とのリスクコミュニケー

ション※活動

●フロン類を含まない機器・製品の使用

●環境影響評価条例などの関係法令に基づく適切な

手続と環境保全についての適正な配慮　など

県民 に期待される役割 に期待される役割事業者
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●「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト」への参加

●次世代自動車や高効率照明器具、高効率給湯器な

どの省エネルギー性能の高い機器・設備等の導入

●エコドライブ推進運動への参加・実践

●太陽光発電システムや太陽熱温水器などの再生可

能エネルギー利用機器の導入　など

●地域で行われる環境教育・学習活動への参加

●環境教育・学習活動で学んだことの家庭内での共

有と実践

●環境ＮＰＯなど地域の環境保全活動に取り組む団

体への参加　など

●次世代自動車や高効率照明器具、高効率給湯器、

高性能産業炉などの省エネルギー性能の高い機

器・設備等の導入

●事業活動に伴う温室効果ガス排出量の把握

●省エネルギー診断の活用と対策の実施

●風力などの再生可能エネルギーによる発電事業へ

の参入　など

●事業者の環境技術や事業活動における環境保全の

取組を活用した地域の児童・生徒等に対する環境

教育・学習機会の提供

●事業規模や事業形態等に適した環境マネジメント

システムの導入

●環境ＮＰＯなどが実施する地域の環境保全活動へ

の支援　など

「あおもりエコの環
わ
スマイルプロジェクト」参加登録募集

　県民、事業者、学校、団体それぞれが環境配慮行動に取り組むとともに、相互に連携・協力しながら、

地域全体のエコにつなげようという取組です。

　エコ活動に取り組むことを宣言してプロジェクトに登録した県民の皆さんには、協力店のサービス

を受けることができる「モッテコーカード」が発行されます。

　詳しくは、エコの環スマイルプロジェクトホームページをご覧ください。

　https://www.econowa-smile.com/index.html

　環境問題の本質や取組の方法を自ら考え、解決する能力を身につけ、自ら進んで環境問題に取り組む人財

の育成に取り組むとともに、県民や事業者などが相互に連携・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を進めます。

　【　求められる施策　】
１　子どもから大人まで環境配慮に取り組む人づくり

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

３　環境情報の提供と環境活動のネットワークづくり

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

〈主なモニタリング指標〉

指標名（単位）
平成（年度等）

実績値

1　こどもエコクラブ加入率（人口千対）
22 23 24 25 26
14.45 14.88 10.91 8.01 7.98
8.80 9.06 6.59 4.40 3.59

2　環境出前講座等受講者数（人）
― ― ― 25 26
― ― ― 1,997 2,269

3　あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ認定事業所数（件）
23年3月末 24年3月末 25年3月末 26年3月末 27年3月末

264 299 631 832 849

（青森県）
（東北六県平均）

県民 に期待される役割 に期待される役割事業者

県民 に期待される役割 に期待される役割事業者
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　この計画に掲げた環境の保全及び創造に関する施策や取組を推進するに当たり、本県における環境分野の

現状と課題、県民等の意識を踏まえ、計画期間内に特に重点的または部局横断的に取り組んでいくため、重

点施策を設定し、市町村、事業者、環境保全団体などの各主体と連携しながら各種施策を展開していきます。

（１）山・川・海を一体的に捉えた健全な水循環の確保

（２）世界自然遺産白神山地など豊かな自然環境の保全と活用

（３）野生鳥獣の保護と管理

　健全な水循環の確保のため、山・川・海を一体的に捉え、行政、事業者、地域住民などとの連携・協

働による森林の保全・活用や水質保全対策に重点的に取り組みます。

　本県の豊かな自然環境と共生した持続可能な地域社会を目指して、世界自然遺産白神山地を始め県立

自然公園、十和田湖など本県の優れた自然環境の保全に取り組んでいくとともに、本県の自然環境の魅

力や価値を最大限に生かしたエコツーリズムや自然と触れ合う体験活動など多様な主体が参画した取組

を重点的に推進していきます。

　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に取り組みます。

　ニホンジカ管理対策検討科学委員会の助言等を踏まえて管理対策の方針等を定め、当該方針等に基

づき各種取組を進めていきます。

計画の推進に当たっての県の重点施策

重点施策１ 自然との共生と健全な水循環の確保

＜主な重点施策指標及び目標＞

指標名 現状値 目　標

ふるさとの森と川と海保全地域の河川におけるＢＯＤ
※１
の環境基準達成率

９６．４％
（平成 26 年度）

現状値以上
（各年度）

間伐実施面積（民有林）
３,１７３ha

（平成 26 年度）
７,３６６ha
（各年度）

青森県認証特別栽培農産物の取組面積
４１６ha

（平成 26 年度）
７８０ha

（平成 28 年度）

公共用水域（海域）のＣＯＤ
※２

の環境基準達成率
８９．３％

（平成 26 年度）
現状値以上
（各年度）

＜重点施策指標及び目標＞

指標名 現状値 目　標

白神山地入込者数
３６４，５２１人

（平成 25 年）
４２７，０００人

（平成 31 年）

＜重点施策目標＞

※１　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。
※２　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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（１）「もったいない」意識のもと県民一丸となった３Ｒの推進

（２）省エネルギー対策と再生可能エネルギー導入促進による低炭素社会づくりの推進

　本県の１人１日当たりのごみ排出量やリサイクル率は、全国下位と低迷しているため、県民や事業者、

市町村等に対する啓発活動等を強化し、各主体の問題意識を高めていくとともに、雑紙の資源回収など

具体的な取組を促す施策を展開するなど、県民総参加によるごみの減量やリサイクル促進に向けた各種

施策に取り組みます。

　本県の平成 24 年度の温室効果ガス排出量は、基準年度である平成２年度と比較すると 16.6％増加し

ており、低炭素社会づくりの推進に向けて、民生部門や運輸部門における低炭素型ライフスタイルへの

転換に向けた取組促進や、太陽光や風力のほか、バイオマス、地熱・地中熱など地域特性を生かした再

生可能エネルギーの導入促進に向けた各種施策に取り組みます。

重点施策２ 県民総参加による低炭素・循環型社会づくりの推進

＜重点施策指標及び目標＞

指　標　名
現状値

（平成 25 年度）
目　標

（平成 32 年度）

１人１日当たりのごみ排出量 1，069g 9980g

１人１日当たりの生活系ごみ排出量 727g 680g

１人１日当たりの事業系ごみ排出量 342g 300g

ごみのリサイクル率 13.7％ 25％

＜主な重点施策指標及び目標＞

指標名 現状値（平成 24 年度） 目標（平成 32 年度）

温室効果ガス排出量
16，063千 t―CO2

（参考）13，775千 t―CO2

（1990（平成 2）年度）

91990（平成２）年度比

25％削減

○もったいない・あおもり県民運動の展開

　・各種広報媒体やマスコミ等を活用した情報発信

　・県民総参加で３Ｒに取り組む気運を醸成　

○市町村との連携による３Ｒ推進

　・焼却施設への紙ごみの搬入規制など、市町村に

　　対して追加施策の導入を働きかけながら、市町

　　村の実情に応じたごみ処理の「最適化」を促進

　・市町村におけるごみ処理経費等の「見える化」を

　　推進

○民生（家庭）部門における対策

　　「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト」

の強化につながる仕掛けづくり

○民生（業務）部門と産業部門における対策

　　中小事業者等の自主的な省エネ対策の取組促進

○運輸部門における対策

　　エコドライブの普及拡大や次世代自動車の

省 CO2 効果の「見える化」等の情報提供

○生活系ごみの３Ｒ推進

　・家庭から出る生ごみの水切りの徹底や食品ロ

　　スの削減

　・衣類のリユース・リサイクル

　・雑紙（その他紙）の資源回収強化　

○事業系ごみの３Ｒ推進

　　オフィス町内会や古紙リサイクルセンターの

　利用促進　

○地域振興につながる再生可能エネルギーの導入促進

　　地域の産業振興や雇用の拡大等を目指した先

進的なプロジェクトの実施

○あおもり型スマートコミュニティの実現

　　積雪寒冷地にマッチした持続可能な自立分散

型のスマートコミュニティの実現を目指した取

組の推進
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　自然との共生、低炭素・循環による持続可能な地域社会づくりに向けて、青森県の豊かな環境を次世代へ

つないでいくためには、私たち自身が環境の中で生き、その恵みで生活していることを実感し、私たちの行

動に伴う環境負荷が、地域の環境や地球環境に大きな影響を及ぼしていることを理解することが必要です。

　このため、子どもから大人まで、青森県の環境を守り・つなぐ人づくりや多様な主体と協働した環境教育

等の機会づくりや仕組みづくりに取り組みます。

重点施策３ 子どもから大人まで青森県の環境を守り・つなぐ人づくりと仕組みづくり

＜重点施策指標及び目標＞

指標名 現状値（平成 26 年度） 目標（各年度）

環境出前講座等受講者数 ２，２６９人 9 受講者数の増加

小中学校における環境教育の推進

　・環境教育に係る全体計画を作成している学校の割合を増加させる。

　・小中学校における環境教育に関連した体験学習の取組実施校の割合を増加させる。

多様な主体と協働した環境教育の仕組みづくり

　・これからの環境教育等を担う若者を育成するため、県内大学と連携し、ＮＰＯ、

　　事業者等と協働した大学内における環境教育・学習の仕組みを構築する。

開発事業等における環境配慮指針

計画の推進

　本県の豊かで美しい自然環境や歴史的・文化的遺産を保

全し、これらをより良好な地域環境として創造し、次世代

へ引き継いでいくためには、環境に大きな影響を及ぼすお

それがある開発や立地の構想・計画策定時から、開発終了

後の土地利用までのあらゆる段階において、環境への負荷

をできる限り最小限にとどめる配慮と対応が必要です。

　このため、開発事業等における環境配慮指針として、自

治体や民間事業者等による開発事業等の構想や計画立案、

事業の実施に当たって事前に環境に配慮すべき基本的な事

項などについて、右の区分により示しています。

１　計画の推進体制

　　　本県の豊かで美しい自然にあふれる環境を後世に伝えていくとともに、歴史と文化も大切にしな

がら、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を目指すため、各種の施策を

総合的かつ計画的に推進しながら、よりよい環境づくりのための体制を整備します。

２　計画の進行管理

　　　この計画を着実に推進していくため、全庁的な連携により計画の適切な進行管理を行うとともに、

本計画の推進状況について青森県環境審議会に報告するほか、環境白書により公表します。

⑴構想・計画地選定段階

⑵土地の改変などの敷地整備や
　建築・建設段階

⑶操業や日常利用段階

⑷事業の終了・廃業段階



あおもり環境ホームページ「エコ・ナビ・あおもり」

http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/econavi.html

青森県環境生活部環境政策課
〒０３０－８５７０　青森市長島１－１－１

電　話：０１７－７２２－１１１１（代表）

電子メールアドレス　kankyo@pref.aomori.lg.jp

リサイクル適正 Ａ この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

この印刷物は、800 部作成し、企画から印刷までの作成経費は１部当たり 194.4 円です。

植物性インキを使用


