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　近年顕在化しつつある気候変動の影響や、生物多様性の損失などの環

境問題に関心を持ち、課題と向き合い、その解決に向けて努力すること

は、限りある資源を消費し、地球環境に少なからず負荷を与えることに

よって快適な暮らしを手に入れている私たち人類に課せられた責務で

す。

　特に、地球温暖化は、その主な原因がエネルギー資源である化石燃料

の過度の消費にあることを鑑みれば、今後のあるべき社会の姿として、

二酸化炭素の排出が少ない「低炭素社会」、天然資源の消費を抑制し環

境負荷の低減を図る「循環型社会」、さらには自然の恵みを将来にわたって享受することがで

きる「自然共生社会」を統合的に実現し、持続可能な社会を形成していくことが求められます。

　ふるさと青森県は、三方を海に囲まれ、東アジアで最大のブナの原生林を有する世界自然遺

産白神山地をはじめ、緑豊かな八甲田山、四季の彩り美しい十和田湖などの豊かで美しい自然

に溢れています。

　私たちは、この豊かな自然から、暮らしに欠くことができない安全・安心で良質な水や食

料、エネルギーなどの恵みを享受するだけでなく、自然との共生を通じて、特色のある地域文

化や伝統を培ってきました。

　先人から引き継いだ財産であるこのかけがえのない本県の環境を次世代に確実に継承してい

くためには、私たち一人ひとりが、日々の暮らしや仕事のあり方を見直し、省エネルギー対策

やごみ減量化の取組など環境に配慮した具体的な行動を実践していくとともに、本県の環境保

全の取組を支える「人財」（人の財
たから

）を育てていくことが重要となります。

　第５次青森県環境計画は、本県が目指す「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」に向けて、本県の環境の保全及び創造に関する施策の全体像と目標並びに施策

の方向を示すとともに、県民や事業者、環境保全に関わる団体などの皆様が、各々の立場で環

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行動指針となるものです。

　本県の健全で恵み豊かな環境を損なうことなく維持しつつ、持続的に発展し、成長する地域

社会の形成に向けて、県民の皆様の御理解と御協力、そして積極的な行動をお願いします。

　最後に、第５次青森県環境計画の策定に当たり、格別の御尽力をいただきました皆様に対

し、深く感謝を申し上げます。

　　平成28年３月

青森県知事　三　村　申　吾　

第５次青森県環境計画の策定に当たって
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１　計画策定の趣旨
　　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。

　　地球温暖化※１対策については、平成27年12月に開催された国連気候変動枠組み条約第21回締約

国会議（COP21）において、2020年以降の地球温暖化対策の新たな枠組み「パリ協定」が採択さ

れ、国際社会が一丸となって温室効果ガス排出量削減を目指す大きな転換点を迎えています。

　　自然環境保全対策については、近年、全国的にニホンジカやイノシシなどの野生鳥獣の個体数の

増加や生息域の拡大が急速に進み、希少な植物の食害、農林業や生活環境への被害が深刻化してお

り、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※２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。

　　また、平成23年３月に発生した東日本大震災により、膨大な量の災害廃棄物が発生し、その適正

かつ迅速な処理が被災地復興にとっての大きな課題の一つとなりました。県内の生活環境に影響を

与えないよう災害廃棄物の適正処理を推進し、県内で発生した災害廃棄物の処理は、平成24年度末

に完了しましたが、創造的復興に向けて環境分野における取組については引き続き着実に進めてい

く必要があります。

　　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す。

※１　地球温暖化…化石エネルギーの消費などにより二酸化炭素を始めとする温室効果ガスの濃度が増加し、地球の平均気温

が上昇することです。地球全体で大規模な気候変動や海面上昇などを引き起こし、人の健康や生態系に大きな影響を与え

ることが懸念されています。

※２　バイオマス…動植物に由来する有機性の資源の総称で、生物(バイオ/bio)と量(マス/mass)の合成語。バイオマスには

様々な種類があるため、いろいろな分類の方法があり、例えば、利用状況に応じて「未利用系」「廃棄物系」「資源作

物」などに分類されることもあります。

第１章　計画に関する基本的事項
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２　計画の性格
　　この計画は、青森県環境の保全及び創造に関する基本条例（平成８年12月制定）第10条に基づ

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、県行政運営の基本方針である「青森県基本計画未来を変える挑戦」を踏ま

えて、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

針を示すものです。

　　また、一人ひとりのライフスタイルや個々の事業者のビジネススタイルの変革など社会全体での

積極的な取組が必要となる低炭素・循環型社会、自然共生社会づくりを着実に推進するため、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で

す。

　　さらに、本計画は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」（平成23年法律第67

号）第８条第１項に基づく都道府県行動計画としても位置付けるものです。

３　対象とする環境の範囲
　　環境とは、私たち人間や生物を取り巻き、直接、間接の影響を与える外界のことをいいますが、

この計画が対象とする環境の範囲は、自然環境、生活環境、快適環境、地球環境とし、それぞれ次

の項目について取り扱うこととします。

自然環境 動物、植物、山岳、森林、里地里山、湖沼・湿原、河川、海岸、温泉

生活環境
大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭、地盤沈下、土壌汚染、化学物質、

資源・エネルギー、廃棄物、原子力施設周辺環境

快適環境 身近な緑や水辺、景観、歴史的・文化的遺産

地球環境
地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、野生生物種の減少、海洋汚染、

有害廃棄物の越境移動

４　計画期間
　　平成28年度から平成31年度までの４年間とします。
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５　計画の構成

第１章　計画に関する基本的事項

　　　　計画策定の趣旨・計画の性格など計画に関する基本的事項を示します。

第２章　2030年のめざす姿

　　　　本県の環境分野におけるめざす姿を示します。

第３章　環境の保全及び創造に関する施策の展開

　　　　本県の環境分野におけるめざす姿の実現に向けて、各主体との連携のもとで環境の

保全及び創造に関する施策を総合的に推進していくため、施策の展開方向及び主体別

に期待される役割を示します。

第４章　計画の推進に当たっての県の重点施策

　　　　計画の推進に当たって県が重点的に取り組む施策を示します。

第５章　開発事業等における環境配慮指針

　　　　事業活動における自主的な環境配慮の推進に向けて、自治体や民間事業者等による

開発事業等の構想・計画、建築・建設及び事業の実施などの各段階において配慮すべ

き基本的な事項などを開発事業等における環境配慮指針として示します。

第６章　計画の推進

　　　　計画を推進するための体制や進行管理に関する事項を示します。

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



第２章　2030年のめざす姿
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　　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※１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。

※１　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。

第２章　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
１　自然と共生する暮らし　

２　循環型社会の実現　　　

３　低炭素社会の実現　　　

４　環境にやさしい青森県民

【 め ざ す 姿 】



第３章　環境の保全及び創造に関する施策の展開

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



 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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第３章　環境の保全及び創造に関する施策の展開

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
１　自然と共生する暮らし　

２　循環型社会の実現　　　

３　低炭素社会の実現　　　

４　環境にやさしい青森県民

【 め ざ す 姿 】

～　環境の保全及び創造に関する施策の体系　～



 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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【施策の展開方向について】
　　環境の保全及び創造に関する施策を総合的に推進していくため、県がこれまでに引き続

いて取り組んでいくもの、今後実施するもの、実施を検討していくものを掲げています。

　　また、県のみが実施主体となるものではなく、市町村などの行政、県民や事業者の方々

とともに連携、協力しながら施策を展開していくものです。

【各主体に期待される役割について】
　　施策を推進していくためには、県はもちろんのこと、市町村などの行政、県民、事業

者、環境保全団体といった各主体が、それぞれの役割分担に基づき、連携・協働して環境

配慮や環境保全活動に取り組んでいく必要があります。

　　ここでは、各主体が積極的に取り組むべき目安となる役割を示していますが、より良い

環境の創造に向け、これらの役割以外のものについても、意欲的に取り組んでいくことが

重要です。

【モニタリング指標について】
　　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。

　　モニタリング指標については、計画の進行管理に際して、毎年度の値を把握するととも

に、これまでの中長期的な動向の整理や全国・近県の状況との対比により、本県の環境・

環境保全活動の「立ち位置」を確認していくものです。



－…10…－

□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
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□現状と課題

　　私たちが心身ともに健やかな状態で、生活の満足度を高めていくためには、自然環境が良好な状

態に保たれ、安全・安心な生活環境の保全が図られるだけでなく、景観や伝統文化などの歴史的・

文化的資源とのふれあいが不可欠です。

　　本県には、豊かな自然と風土に育まれてきた四季の変化に富んだ農山漁村の風景や古い町並みだ

けでなく、地域独自の伝統芸能や祭り、民俗文化財、天然記念物など数多くの歴史的・文化的資源

があります。

　　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

していくことが課題となっています。

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

【 求められる施策 】

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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政策２施策１

□現状と課題

　　都市公園や寺社林、田園、果樹園などの多くは、私たちの生活の場の近くにあり、地域住民の散

策や憩いの場としてだけでなく、野鳥や昆虫などの生息の場、渡り鳥の休息地となったり、さらに

それら小動物と人々とがふれあう場ともなっています。

　　また、河川や海岸、港湾、水路、ため池などの身近にある美しい水辺空間は、様々な水生生物の

生息・生育の場となると同時に、私たちにやすらぎを与える場となっています。

　　しかし、都市部においては市街化が進み、樹林地として残されてきた場所も徐々に開発が行わ

れ、市街地内の緑が減少しつつあります。

　　河川や海岸、港湾などについては、以前は人工的な護岸工事が行われるなど、自然の水辺空間が

失われがちでしたが、最近は、多自然川づくりをはじめ、自然環境との調和に配慮した事業が進め

られています。

　　身近な緑や水辺は、私たちにうるおいとやすらぎをもたらし、生活の快適さを高める上で重要な

役割を果たしています。

　　このため、都市部市街地においては、残されてきた樹林地や緑地の保全・活用と都市公園・緑地

などのオープンスペースの整備が求められているほか、身近な緑づくりに対する県民の主体的な参

加が課題となっています。

　　また、河川や海岸、港湾、水路などで改修が必要となる場合には、自然環境と調和し、生態系に

配慮した事業の実施を通じて、身近にふれあえる水辺を保全・創造することが求められています。

　　このほか、農村地域は、食料生産の場であるだけでなく、緑と水が豊かで、うるおいとやすらぎ

を提供してくれる場であることから、魅力ある田園空間づくりを進め、都市部と農村部との交流を

進めていくことが求められています。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度等）

実績値

指標の説明と選定理由

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

快適な生活環境の状況を示す指標として、都市計画区域内における人口１人当たりの都市公園

面積を選定。

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

緑豊かな農山漁村で、その自然、文化、人との交流を楽しむグリーン・ツーリズムの取組状況

を示す指標として、農林漁家民宿の宿泊者数（年度集計）を選定。

施策１ 身近にふれあえる緑や水辺の保全と創造
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□施策の概要

　　１　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づくりを推進します。

　　２　身近な緑づくりに対する県民の主体的な参加を推進します。

□施策の展開方向

　　①　都市計画づくりにおいて公園や緑地などのオープンスペースを適切に配置・整備するなど、

緑とふれあうことができる生活環境づくりを進めます。【都市計画課】

　　②　市街地等に残る身近にふれあうことができる樹林地や草地などを必要に応じて緑地保全地域
※１として指定するなど、風致地区制度※２や特別緑地保全地区制度※３などの都市計画における

諸制度の活用により、身近な緑や風致の保全・創出を進めます。【都市計画課】

　　③　県広域緑地計画に基づき広域的な緑地の配置など総合的な緑化対策を進めるとともに、市町

村が主体となる「緑の基本計画」の策定を推進します。【都市計画課】

　　④　河川などの改修に当たっては、多自然川づくりや賑わいづくりに努めるなど、水と親しめる

快適な生活環境づくりを推進します。【河川砂防課、港湾空港課】

　　⑤　環境省の「名水百選」や「日本の水浴場88選」など地域の清澄な湧水や水質が良好で快適な

水浴場を紹介するとともに、水浴場の水質検査を実施することにより、水環境の水質保全を推

進します。【環境保全課】

　　⑥　農村の自然や景観、水辺を活用した魅力ある田園空間の形成を推進するとともに、都市と農

村部の交流を推進します。【構造政策課、農村整備課】

　　⑦　身近な公園や緑地などの計画や維持・管理に対する県民参加を推進するとともに、地域の緑

化運動や各家庭・事業所における壁面緑化や緑のカーテン※４づくりなど、身近な緑づくりに

対する県民等の主体的な参加を推進します。【環境政策課、都市計画課】

※１　緑地保全地域…里地里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな行為の規制により、一定の土地

利用との調和を図りながら保全する都市緑地法に基づく地域のことです。

※２　風致地区制度…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。

※３　特別緑地保全地区制度…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、都市緑地法に基づく制度のことです。

※４　緑のカーテン…壁面緑化の一種で、窓辺や壁面にヘチマやにがうりやアサガオなどのつる性植物を育て、強い日差しを

防ぐために作られるカーテンのことです。
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政策２施策１

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　身近な緑の保全と創造に関する意識づくり

◎　都市公園や街路樹など住民に身近な緑や水辺空間の整備

◎　地域の緑化活動や水辺の保全活動の推進

◎　農村部の魅力ある田園空間づくりの推進

県　　民 ◎　庭やベランダの緑化、緑のカーテンづくりの取組

◎　地域の緑化活動や水辺の保全活動への参加

事 業 者 ◎　事業所内の敷地や壁面などの緑化・緑のカーテンづくりの取組

◎　地域の緑化活動や水辺の保全活動への参加・支援

農 業 者 ◎　農村部の魅力ある田園空間づくりへの協力

環境保全

団　　体

◎　身近な緑の保全と創造に関する意識づくり

◎　地域の緑化活動や水辺の保全活動の実施

学校等の

教育機関

◎　学校等における緑化活動の推進
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□現状と課題

　　近年、環境に対するニーズは多様化しており、豊かな自然環境の保全や環境汚染の防止だけでな

く、「うるおい」や「やすらぎ」などの心の豊かさを与える快適な生活環境づくりも求められてお

り、快適な生活環境の大きな要素となる優れた景観の保全・創造が重要となっています。

　　本県には、白神山地、岩木山、八甲田山などの山並み、十和田湖をはじめとした湖沼や河川、ラ

ムサール条約湿地仏沼などの湿地・湿原、県土の三方を囲む海岸線といった多様な自然景観があり

ます。

　　また、山並みを背景に広がる田園やりんご園、農村の景観、各地域の歴史的・文化的景観、町並

みや港・海辺の景観、雪景色など、地域特有の景観が形成されています。

　　山岳、河川、海岸、森林などの自然や道路、建造物に加え、生活や風土、地域の歴史･文化の積

み重ねによって形成されてきた良好な景観は、人々にうるおいとやすらぎをもたらすとともに、地

域への愛着や誇り、地域の魅力として、そこを訪れる人々へのアピールにもつながります。

　　このため、本県の豊かな自然が形づくる景観や地域の歴史・文化を象徴する景観を良好な状態で

保全し、次世代に引き継いでいくとともに、魅力ある町並みや都市景観の創造など、ふるさとの歴

史と風土が感じられる景観づくりを推進していく必要があります。

□施策の概要

　　１　郷土に誇りと愛着を持ち、人々が集う、青森県の歴史と風土が感じられる景観の保全と形成

を推進します。

　　２　ふるさとの景観づくりに関する意識啓発と人財育成を推進します。

□施策の展開方向

　　①　景観法及び青森県景観条例等の景観法令の適切な運用に努めるとともに、建築物、工作物等

に係る大規模行為の大規模行為景観形成基準との適合を図るなどして良好な景観の保全・形成

を推進します。【都市計画課】

　　②　県の公共事業の実施に当たっては、公共事業景観形成基準に則して道路緑化や電線類の地中

化、周辺景観と調和した色彩使用を進めることなどにより、良好な景観の形成を図ります。

… 【都市計画課、公共事業担当課】

　　③　国や市町村等に対しても公共事業景観形成基準に準拠して公共事業を実施するよう要請しま

す。【都市計画課】

　　④　伝統的建造物群保存地区制度※１の活用による伝統的な町並み景観の保全や高度地区制度に

よる眺望景観の保全を推進するとともに、景観地区の指定により地域の良好な景観形成を促進

するなど、都市計画づくりにおける諸制度の活用等により、良好な景観の保全と形成を推進し

ます。【都市計画課】

　　⑤　「景観の日（６月１日）」を中心に普及啓発事業を実施することなどにより、良好な景観の

施策２ 良好な景観の保全と創造
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政策２施策２

形成についての関心と理解を深めるとともに、県民の良好な景観形成に関する自主的な活動意

欲の増進を図ります。【都市計画課】

　　⑥　景観学習教室の開催などにより、次世代を担う子どもたちの景観に対する関心と良好な景観

形成に向けた意識を育むとともに、景観アドバイザーの派遣など県民の自主的活動を支援する

取組を進めます。【都市計画課】

※１　伝統的建造物群保存地区制度…文化財保護法に基づく制度で、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集

落・町並みの保存を図るため、市町村は、伝統的構造物群保存地区を定め、国はその中から価値の高いものを重要伝統的

建造物群保存地区として選定し、市町村の保存事業への財政的援助や必要な指導・助言を行っています。

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　景観の保全と創造に関する啓発

◎　地域の良好な景観の保全と創造

◎　公共事業の実施に際しての公共事業景観形成基準への準拠

◎　景観行政団体※２への移行

県　　民 ◎　景観の形成・保全活動への参加

◎　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

◎　景観に配慮した家並みの保全への協力

事 業 者

・ 団 体

◎　景観法などの関係法令の遵守

◎　施設や工作物等を整備す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

◎　景観へ配慮した屋外広告物の設置

◎　景観に配慮した町並みの保全への協力

農 業 者 ◎　農村部の魅力ある田園空間づくりへの協力

環境保全

団　　体

◎　景観の保全と創造に関する啓発

◎　景観の形成・保全活動の実施

学校等の

教育機関

◎　景観に関する学習活動の推進

※２　景観行政団体…景観法において景観づくりの担い手として位置付けられた団体のことで、都道府県、政令指定都市・中

核市のほか、その他の市町村は、知事と協議し、景観行政団体となることができます。景観行政団体は、景観計画を定

め、これに基づいて施策を行うことにより、実効性が発揮されます。
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□現状と課題

　　本県には、三内丸山や亀ヶ岡、是川、小牧野、大森勝山などの縄文遺跡、中世の十三湊の遺跡な

ど史跡が数多く存在し、また、藩政時代の城跡、寺社、工芸品なども本県の歴史・文化を構成する

重要な要素となっています。

　　また、ねぶた、えんぶり、お山参詣や神楽、駒踊、獅子踊といった民俗行事・民俗芸能など、特

色豊かな民俗文化財を各地域で見つけることができます。

　　県内では、こうした歴史的・文化的遺産が数多く継承され、平成27年４月１日現在で国指定で

118件、県指定で271件の文化財が指定されているほか、特に城下町として栄えた弘前市には歴史的

建造物などが数多く残されています。

　　また、文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区に選定されている弘前市仲町の武家屋

敷や黒石市中町のこみせなど、古くからの特徴を持った町並みが今日でも多く残っています。

　　これらの歴史的・文化的遺産は、私たちの生活にうるおいとやすらぎをもたらし、心の豊かさを

醸し出すものであることから、地域の歴史や生活の移り変わり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していくことが求められています。

　　さらに、本県は、特別史跡※１である三内丸山遺跡をはじめとして、学術的に重要な縄文遺跡が

数多く存在することから、北海道・北東北三県の連携により、三内丸山遺跡等の縄文遺跡群の世界

遺産登録に向けた取組を推進していくことが求められています。

※１　特別史跡…文化財保護法に基づき、我が国にとって価値が高いとして指定する史跡のうち、文部科学大臣が特に重要と

して指定する史跡のことです。

□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 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

歴史的・文化的遺産の活用状況を示す指標として、特別史跡三内丸山遺跡の見学者数を選定。

□施策の概要

　　１　古いたたずまいの集落や町並み・建造物、遺跡や文化財、伝統芸能など本県の歴史的・文化

的遺産の保存を推進します。

　　２　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信を推進します。

施策３ 歴史的・文化的遺産の保護と活用
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政策２施策３

□施策の展開方向

　　①　本県の歴史的・文化的遺産を適切に保存・活用しながら、これらの調査研究を進め、県内外

への情報発信を推進します。【文化財保護課】

　　②　三内丸山遺跡や亀ヶ岡石器時代遺跡、是川石器時代遺跡、小牧野遺跡、大森勝山遺跡等の縄

文遺跡群の世界遺産登録に向けた取組を推進します。【文化財保護課】

　　③　三内丸山遺跡等の縄文遺跡群の国営歴史公園化に向けた取組を推進します。【都市計画課】

　　④　伝統的建造物群保存地区制度の活用などにより、伝統的な町並み景観の保全を推進します。

… 【都市計画課】

　　⑤　鎮守の森や地域のシンボルとなっている巨樹・古木を緑の遺産として保全するため、地域と

連携した体制づくりに努めるとともに、巨樹・古木等の生育状況や保全に関する普及啓発を推

進します。【林政課】

　　⑥　民俗芸能や伝統芸能、地域の祭り、行事など郷土の伝統文化の保存・伝承に努めるととも

に、県民が鑑賞、体験できる機会の充実に努めます。【文化財保護課】

　　⑦　県民が地域の歴史・文化を学ぶことができるまちづくりや体制づくりを推進します。

… 【都市計画課、生涯学習課】

　　⑧　県民の郷土に対する理解と愛着を深め、貴重な歴史資料を県民共有の財産として永く後世に

伝えるため、「青森県史」を刊行するとともに、歴史資料を保存・活用する環境・態勢づくり

に取り組みます。【県民生活文化課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　地域の歴史的・文化的遺産の保存・活用や調査研究及び情報発信

◎　地域の歴史・文化に関する学習活動の推進

◎　伝統的な町並み景観の保全

◎　地域の巨樹・古木の保全活動の推進

◎　民俗芸能や伝統芸能の保存・伝承活動や地域の祭りへの支援

県　　民 ◎　地域の歴史・文化に関する学習活動への参加

◎　地域の巨樹・古木の保全活動への参加

◎　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

事業者・

団 体

◎　伝統的な町並み景観の保全

◎　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

事 業 者 ◎　埋蔵文化財の保護に配慮した開発事業の実施

環境保全

団　　体

◎　縄文遺跡群など本県の歴史的・文化的遺産に関する情報発信活動の実施

◎　地域の歴史・文化に関する学習活動の実施

◎　地域の巨樹・古木の保全活動の実施

学校等の

教育機関

◎　地域の歴史・文化に関する学習活動の推進
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□現状と課題

　　私たちは、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムの下で快適さや便利

さ、物質的な豊かさを追求し、資源を浪費してきました。

　　その結果、廃棄物の増大や資源の枯渇などの問題が顕在化し、これらの問題の解決のため、資源

の消費が抑制され、環境への負荷が少ない循環型社会の形成の基本原則を定めた循環型社会形成推

進基本法をはじめ、容器包装、家電、自動車などの各種リサイクル法が整備、運用されています。

　　本県の場合、県民１人１日当たりのごみ排出量、リサイクル率ともに依然として全国下位に低迷

していることから、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必要があります。

　　一方、本県では、先進的な技術を活用した産業廃棄物の３Ｒや本県の農林水産業などから豊富に

発生するバイオマス、未利用資源の資源化に取り組んできており、これらの取組について更に推進

していく必要があります。

　　また、依然、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理が後を絶たないことから、廃棄物の適正処理を

更に推進していく必要があります。

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

【 求められる施策 】

政策３ 県民みんなでチャレンジする循環型社会づくり
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政策３施策１

□現状と課題

　　本県の県民１人１日当たりのごみ排出量はほぼ横ばいであるが、全国的には依然として下位にあ

り、平成25年度の実績（1,069ｇ）を見ると、家庭から排出される生活系ごみ（727g）、事業所か

ら排出される事業系ごみ（342g）、いずれも全国値（958g、生活系：678g、事業系：280g）を上

回っており、生活系、事業系ともに一層の減量化が必要です。

　　また、本県のリサイクル率は、全国値との乖離が大きく、依然として全国下位に低迷しており、

集団回収による資源化量が少ないことや紙類の資源化量が少ないことなどが主な要因となっていま

す。

　　資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない循環型社会を構築していくためには、これまでの

私たちの大量生産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイルやビジネススタイルを転換していくこ

とが必要です。

　　そのため、県民や事業者、各種団体、行政などの多様な主体が連携・協力しながら、県民総参加

の全県的運動として、ごみの減量やリサイクルなど３Ｒの取組を一層推進していく必要がありま

す。

　　また、市町村別に１人１日当たりのごみ排出量、リサイクル率を見ると、人口規模が大きい都市

部の改善が進んでおらず、県全体の数値に大きく影響していることから、本県のごみの減量、リサ

イクル率向上に向けて、こうした団体の取組を促進する必要があります。

□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 １人１日当たりのごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25

（青森県） 1,049 1,047 1,038 1,069 1,069

（全　国） 994 976 975 963 958

一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人１日当たりのごみ排出量を選定。

2 １人１日当たりの生活系ごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25

（青森県） 712 710 709 729 727

（全　国） 709 697 695 684 678

生活系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人１日当たりの生活系ごみ排出量

を選定。

3 １人１日当たりの事業系ごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25

（青森県） 337 337 329 340 342

（全　国） 285 279 280 279 280

事業系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人１日当たりの事業系ごみ排出量

を選定。

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
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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

4 ごみのリサイクル率（％） 21 22 23 24 25

（青森県） 12.9 12.9 13.6 14.2 13.7

（全　国） 20.5 20.8 20.4 20.4 20.6

ごみのリサイクルの進捗状況を示す指標として、ごみのリサイクル率を選定。

□施策の概要

　　１　「もったいない・あおもり県民運動」を展開し、県民総参加によるごみ減量やリサイクルな

ど３Ｒの取組を推進します。

　　２　一般廃棄物の処理主体である市町村と連携し、ごみの減量やリサイクル率向上のために効果

的な取組を推進します。

□施策の展開方向

　重①　各種広報媒体やマスコミ等を活用した情報発信、３Ｒの具体的な取組方法等の普及啓発を行

い、県民総参加でごみ減量やリサイクルなど３Ｒに取り組む気運を醸成します。

… 【環境政策課】

　　②　小売事業者等による容器包装廃棄物の発生抑制と、県民が自らライフスタイルを見直し、ご

み減量に取り組む契機とするため、事業者、協力団体等とレジ袋削減推進協定を締結し、「レ

ジ袋無料配布中止（有料化）」の取組を推進します。【環境政策課】

　　③　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ていく「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト」（41ペー

ジ図１参照。）の普及拡大を図り、その取組や成果を広く紹介していきます。【環境政策課】

新・重④　市町村等を対象とした３Ｒ推進の施策セミナー、ごみの減量やリサイクル率向上につながる

効果的な施策を検討する作戦会議の開催などにより、市町村におけるごみ処理の「最適化」を

促進するとともに、ごみ処理経費等の「見える化」を推進します。【環境政策課】

　重⑤　商品の簡易包装や詰替商品の利用など環境にやさしい買い物、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・リサイクルなど、発生抑制（リデュース）のため

の取組を推進します。【環境政策課】

　重⑥　市町村等と連携し、雑紙（その他紙）の資源回収を強化するとともに、市町村による適切な

分別収集品目の区分設定や地域ぐるみでの資源ごみ回収（集団回収）を促進するなど、再生利

用（リサイクル）の取組を推進します。【環境政策課】

　重⑦　家庭から出る紙類などの資源ごみ回収を促進するため、古紙リサイクルセンターなど地域に

おける回収拠点との連携を強化します。【環境政策課】

　重⑧　オフィスや事業所から出る古紙のリサイクルを促進するため、地域の事業所等が共同で古紙

回収に取り組む「オフィス町内会」（41ページ図２参照。）の参加事業者拡大を図ります。

… 【環境政策課】

新・重⑨　可燃ごみとして焼却処理されている食品廃棄物について、本県の地域特性に合ったリサイク
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政策３施策１

ルの手法を検討します。【環境政策課】

　　⑩　市町村における使用済小型電子機器等の分別収集実施等について技術的援助や情報提供を行

いながら、使用済小型電子機器等の再資源化を促進します。【環境政策課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　ごみ減量やリサイクルなど３Ｒに関する啓発

◎　コンポストの利用促進など生ごみの減量化を促すための普及啓発

◎　多量排出事業者に対するごみ減量・資源化の普及啓発・指導

◎　ごみの分別・排出状況の監視と適正な分別・排出の指導

◎　資源ごみの分別促進

◎　雑紙（その他紙）の資源回収の強化

◎　地域ぐるみでの資源ごみ回収（集団回収）の推進

◎　事業系紙ごみの焼却施設への搬入抑制・規制の実施

学校・団体学校・団体 事業者事業者

プロジェクト
実行委員会
プロジェクト
実行委員会

県 民県 民

エコの環
わ

CO2削減
チャレンジ環境活動

参加

環境活動
支援

カード呈示

広告協賛金

感謝状

サービス
提供

カ
ー
ド
送
付

取
組
報
告

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

【あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクトの概要】

■本プロジェクトに参加登録した方には「モッテコーカー

ド」を交付します。

■「モッテコーカード」を協力店に提示するとサービスを

受けられます。

■事業者からの協賛金等の一部は、学校等での環境活動の

支援に充てます。

■協力店や協賛企業の取組、学校や団体の環境活動は、

ポータルサイトやフリーペーパーで紹介します。

あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクトの仕組み（図１）

オフィス町内会のイメージ図（図２）
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県　　民 ◎　市町村のルールに従った適正なごみの分別・排出

◎　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

◎　使い捨て製品の不使用と詰め替え商品の購入・利用

◎　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

◎　生ごみのコンポストによる堆肥利用

◎　まだ使える衣類のリユース・リサイクル

◎　フリーマーケットやリサイクルショップの積極的な活用

◎　資源ごみの集団回収や店頭回収の利用

◎　修理・修繕の励行など耐久消費財の長寿命化

排 出

事 業 者

◎　一般廃棄物と産業廃棄物の区分による適正処理（一般廃棄物は市町村のルール

に従った適正な分別・排出）

◎　繰り返し使用できる製品やエコマーク商品等の購入・利用

◎　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、使

用済封筒の再利用等による紙ごみの減量

◎　（多量排出事業者）ごみ減量計画の作成などごみの減量・資源化への積極的な

取組

◎　事務機器等の中古品やリース・レンタル品の利用及び不要となった事務機器の

他部署での再利用や業者等への売却等による有効利用

◎　資源ごみのリサイクルの徹底

◎　古紙リサイクルを推進しているオフィス町内会への参加や古紙リサイクルセン

ターの積極的利用

◎　イベント等の開催に係るごみの排出抑制と排出されたごみの適正な分別・リサ

イクルの実施

販 　 売

事 業 者

◎　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

◎　詰め替え商品や繰り返し使用できる商品、再生商品の販売の推進

◎　ばら売りや量り売り商品の販売の推進

◎　容器包装廃棄物の店頭回収の実施

◎　商品や食品等の使用済み廃プラスチック容器の回収システムの整備と回収廃棄

物の再利用・再生利用の推進

事 業 者

団　　体

◎　ごみの減量やリサイクルなど３Ｒに関する啓発

◎　各業界における３Ｒに関する自主的活動の推進

環境保全

団　　体

◎　ごみの減量やリサイクルなど３Ｒに関する啓発

◎　集団回収やフリーマーケットの開催など３Ｒに関する自主的活動の実施

学校等の

教育機関

◎　ごみの減量やリサイクルなど３Ｒに関する環境教育・学習の推進
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政策３施策２

□現状と課題

　　循環型社会の構築には、家庭やオフィスにおける３Ｒを推進するだけでなく、産業活動から発生

する廃棄物の３Ｒを推進していくことが重要です。

　　産業廃棄物のリサイクルは、廃棄物の最終処分量を減らすことが可能となるほか、廃棄物を資源

として有効活用することにより、新たな雇用・産業の創造にもつながることから、リサイクル技術

の開発や事業所間の連携、青森県認定リサイクル製品※１の普及などの取組を引き続き推進してい

くことが必要です。

　　また、バイオマスは、石油や石炭などの化石資源を除いた動植物に由来する有機性の資源であ

り、人間のライフサイクルの中で再生可能な資源であることや、化石資源の代替としてエネルギー

や製品の原材料として利用可能であることから、地球温暖化の防止や持続可能な循環型社会づくり

に大きく貢献するものとして期待されています。本県には、多様なバイオマスが広く賦存していま

すが、農林水産業や食品産業から発生する未利用バイオマス※２については、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。

※１　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。

※２　未利用バイオマス…動植物由来の再生可能な有機性資源(化石資源を除く。)のうち、現在その利用が進んでいないもの

のこと。青森県の場合、稲わらや未利用間伐材などのほかに、地域特有の未利用バイオマスとしてリンゴ搾汁残さ、リン

ゴ剪定枝、長いも加工残さなどがあります。

□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 リサイクル製品認定数（製品） 23年3月

累　計

24年3月

累　計

25年3月

累　計

26年3月

累　計

27年3月

累　計

319 318 330 321 341

資源の循環的な利用状況を示す指標として、青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関

する条例に基づき知事が認定するリサイクル製品の認定数を選定。

2 下水汚泥（公共下水道）のリサイクル

率（％）

21 22 23 24 25

99.5 99.4 99.4 99.6 99.5

資源の循環的な利用状況を示す指標として、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を選定。

施策２ 資源循環対策の推進
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□施策の概要

　　１　産業廃棄物の３Ｒの取組を推進します。

　　２　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、製品開発を推

進します。

□施策の展開方向

　　①　自動車リサイクル法の適正運用を通じて、使用済自動車の適正処理とリサイクルを推進しま

す。【環境政策課】

　　②　建設リサイクル法の適正運用を通じて、建設廃棄物の発生抑制とリサイクルを推進します。

… 【整備企画課】

　　③　建築物やインフラの長寿命化等を通じて廃棄物の発生抑制につながるファシリティマネジメ

ント※３の普及やアセットマネジメント※４を推進します。【道路課、港湾空港課】

　　④　青森県リサイクル製品認定制度の運用を通じて、資源の循環的利用と廃棄物の減量化を推進

するとともに、青森県認定リサイクル製品優先使用指針に基づき、県の工事又は物品調達にお

ける認定リサイクル製品の優先的な使用を推進します。【環境政策課】

　　⑤　農林水産業等から発生する稲わらや家畜排せつ物、未利用間伐材、ホタテ貝殻、食品廃棄物

などのバイオマスの有効活用に向けた取組を推進します。

　　　【農林水産政策課、食の安全・安心推進課、農産園芸課、りんご果樹課、畜産課、林政課、水

産振興課】

　　⑥　農業集落排水汚泥や漁業集落排水汚泥のリサイクルを推進します。

… 【農村整備課、漁港漁場整備課】

　　⑦　コンポスト化などにより下水汚泥のリサイクルに引き続き取り組むほか、下水・下水汚泥の

高度利用化に関する研究を推進します。【都市計画課】

　　⑧　産業廃棄物税の活用により廃棄物の発生抑制、減量化及び再利用を促進するため、普及啓発

や情報提供の事業を実施します。【税務課、環境政策課、環境保全課】

※３　ファシリティマネジメント…公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会（JFMA)では、「企業・団体等が保有

又は使用する全施設資産及びそれらの利用環境を経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用する経営活

動」と定義しており、業務用不動産（土地、建物、構築物、設備等）すべてを経営にとって最適な状態（コスト最小、効

果最大）で保有し、賃借し、使用し、運営し、維持するための総合的な経営管理活動とされています。本県では、平成16

年度から取組に着手しています。

※４　アセットマネジメント…資産（アセット）を効率よく管理・運用（マネジメント）するという意味があり、「アセット

マネジメントシステム」はそのための組織全体のＰＤＣＡサイクル及びそのサイクルを円滑に回すための支援の仕組みを

含めたシステム全体を指します。

　　　従来から、個人や企業の不動産・金融などの資産管理に用いられてきましたが、最近では公共の資産である社会資本に

もこのシステムを適用しようという動きがあり、アセットマネジメントシステムにより、資産としてとらえられた道路等

について、道路構造物の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、予算的制約の下で、

いつどのような対策をどこに行うのが最適であるかが決定されます。
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政策３施策２

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　青森県認定リサイクル製品の率先的な購入・使用

◎　市町村バイオマス活用推進計画の策定などを通じた地域のバイオマス資源の有

効利用の推進

◎　農業集落排水汚泥や漁業集落排水汚泥のリサイクルの推進

◎　下水・下水汚泥の高度利用化の推進

県 　 民 ◎　リサイクル製品の購入・使用やグリーン購入※５の実践

事 業 者 ◎　業種間や工業団地間の連携による廃棄物の融通・提供システムの構築

◎　自動車リサイクル法や建設リサイクル法などの各種リサイクル法に基づく使用

済自動車や建設廃棄物などの適正処理とリサイクル

◎　青森県認定リサイクル製品の購入・使用

◎　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

◎　食品リサイクル・ループ※６の形成など食品循環資源の活用

農 業 者 ◎　青森県認定リサイクル製品（特殊肥料）の購入・使用

◎　稲わらなどの未利用資源の有効利用

環境保全

団 　 体

◎　リサイクル製品やグリーン購入に関する啓発及び情報提供

大学等の

研究機関

◎　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

※５　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。

※６　食品リサイクル・ループ…食品廃棄物のリサイクルによってリサイクル肥飼料等を作り、その肥飼料を使用して生産さ

れた農畜水産物等を当該肥飼料等の原料となった廃棄物を排出した食品関連事業者が引き取ることです。
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□現状と課題

　　循環型社会の構築には、廃棄物の３Ｒを推進するとともに、不法投棄などの不適正処理を未然に

防止し、生活環境を保全していく必要があります。

　　本県における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

てきていますが、各年度に発見された新規産業廃棄物不法投棄等件数のうち当該年度内に解決した

件数は約５割で推移しています。

　　しかしながら、依然、不法投棄や不適正処理が後を絶たないことから、引き続き、排出事業者や

処理業者に対する立入調査や監視活動を実施していく必要があるほか、不法投棄などの不適正処理

が発見された場合には、原因者等の特定や原状回復指導、必要に応じて行政処分を行うなどの厳正

な対応が求められています。

　　また、平成11年に不法投棄が確認された青森・岩手県境不法投棄事案（田子町）については、特

定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法※１の特定支障除去等事業実施計画に基

づき原状回復事業を実施しており、平成25年12月に廃棄物等の撤去が完了しましたが、引き続き、

地下水浄化のための原状回復事業を着実に実施するとともに、現場の環境再生の取組を推進しま

す。

　　このほか、美観を損ねる空き缶やたばこの吸い殻などの散乱の防止、冬季の西風の影響を受けて

本県の西海岸や陸奥湾東岸に漂着する海岸漂着ごみの処理及び災害により発生した廃棄物の適正処

理対策についても、引き続き取り組んでいく必要があります。

※１　特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法…平成10年６月以前に不適正処分された産業廃棄物によっ

て生じる生活環境保全上の支障の除去などを計画的かつ着実に進めるため、平成15年６月に制定されました。

□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 産業廃棄物不法投棄等の発見件数

（件）

22 23 24 25 26

60 62 76 143 131

産業廃棄物不法投棄等の状況を示す指標として、産業廃棄物不法投棄等の発見件数を選定。

2 産業廃棄物不法投棄等の解決件数

（件）

22 23 24 25 26

34（57％） 35（56％） 38（50％） 63（44％） 64（49％）

産業廃棄物不法投棄等の状況を示す指標として、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を選定。

施策３ 廃棄物の適正処理の推進
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政策３施策３

□施策の概要

　　１　廃棄物の不法投棄などの未然防止対策を推進するとともに、早期発見・早期解決に向けた取

組を推進します。

　　２　青森・岩手県境不法投棄現場の環境再生の取組を推進します。

　　３　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を図ります。

　新４　災害により発生した廃棄物について、生活環境に影響を与えないよう適正処理を推進します。

□施策の展開方向

　　①　廃棄物の適正処理を徹底するため、廃棄物処理法等の関係法令に関する周知を図るととも

に、不適正処理撲滅に向けた広報周知活動を実施します。【環境保全課】

　　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、適正処理と処

理施設の適正な維持管理の確保を図ります。【環境保全課】

　　③　不法投棄の早期発見と早期解決を図るため、警察と連携して行う廃棄物積載車両の点検や早

朝、夜間、休日の監視活動を行うほか、不法投棄監視カメラの活用を進めます。【環境保全課】

　　④　不法投棄などの不適正処理が発見された場合には、原因者等を特定し撤去などの原状回復を

指導するとともに、必要に応じ行政処分を行うなど厳正に対処します。【環境保全課】

　　⑤　廃棄物の不法投棄など悪質な環境犯罪に対する取締りを強化します。【警察本部保安課】

　　⑥　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業により、不法投棄防止に

向けた意識啓発を図ります。【環境保全課】

　　⑦　ＰＣＢ※２廃棄物の保管状況の調査・指導と適正処理に関する普及啓発に努めるとともに、

ＰＣＢ特措法に基づく計画的な処理を推進します。【環境保全課】

　　⑧　県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議制度※３の適切な運用により産業廃棄物の適正処理に

向けた広域産業廃棄物対策を推進します。【環境保全課】

　　⑨　産業廃棄物処理業者の優良産廃処理業者認定制度を活用するなどして産業廃棄物処理業者の

情報公開等を促し、優良事業者の育成を図ります。【環境保全課】

　　⑩　青森・岩手県境不法投棄現場の地下水浄化対策等原状回復事業を着実に実施するとともに、

不法投棄現場の環境再生の取組を推進します。【環境保全課】

　　⑪　国や市町村、海岸管理者などの関係機関や住民団体等と適切に連携・役割分担しながら海岸

漂着ごみ対策を推進するとともに、空き缶等の散乱防止に関する意識啓発を図ります。

… 【環境政策課】

　　⑫　県内の生活環境への影響を防止するため、福島第一原子力発電所事故由来放射性物質が付着

した可能性のある産業廃棄物は、県外搬入に係る事前協議の際に放射性物質濃度を確認しま

す。【環境保全課】

　新⑬　国の災害廃棄物対策指針に基づき、災害廃棄物処理計画の策定に取り組みます。

… 【環境政策課】

　新⑭　市町村における災害廃棄物処理計画の策定を促進するとともに、災害廃棄物の広域処理を、

受入れ可能な市町村と一体となって推進します。【環境政策課】

　新⑮　大規模災害の発生時には、発生した廃棄物の処理を迅速かつ適正に行います。

… 【環境政策課】

…
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※２　ＰＣＢ（Polychlorinated… Biphenyls）…ポリ塩化ビフェニルの略称。熱安定性、電気絶縁性に優れ、電気機器の絶縁

油などとして使用されていましたが、製造過程で脱臭用のＰＣＢが混入した米ぬか食用油を摂取した人に皮膚障害、肝機

能障害などが発症したカネミ油症事件（昭和43年）を契機に、ＰＣＢの製造が禁止されました。その後、ＰＣＢを含む製

品の廃棄処理は進まず、事業者が保管してきましたが、平成13年、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法（ＰＣＢ特措法）が施行され、廃棄物となったＰＣＢを含む製品の処理に関する枠組みが定められています。

※３　県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議制度…本県の条例に基づき、県外で排出された産業廃棄物を県内に搬入しようと

する事業者が事前に知事に協議することにより、県外産業廃棄物の適正な処理を図ろうとする制度。北東北三県の合意に

基づき、平成16年１月から３県共同で運用されています。

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　廃棄物の不適正処理防止に関する啓発

◎　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業への参加・

支援

◎　環境美化の意識づくりや環境美化活動の推進

県 　 民 ◎　廃棄物の不法投棄等に関する通報

◎　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業への参加

◎　海岸清掃活動や環境美化活動への参加

事 業 者 ◎　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

◎　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業への参加・

支援

◎　ＰＣＢ廃棄物の適正保管と法令に基づく届出及び適正処理

◎　海岸清掃活動や環境美化活動への参加・支援

環境保全

団 　 体

◎　県民や事業者、団体、行政が一体となった不法投棄廃棄物撤去作業への参加

◎　海岸清掃活動や環境美化活動の実施

大学等の

研究機関

◎　廃棄物の不適正処理による環境への影響に関する調査研究
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□現状と課題

　　全国の傾向と同様に、本県でも高度経済成長に伴い、工場等の周辺における大気汚染や水質汚

濁、悪臭などの産業型公害が発生し、特に、工業化が進んだ八戸地域では、ぜん息などの健康被害

をもたらす大気汚染が発生しましたが、公害関係法令の整備、監視・規制の強化、公害防止施設の

整備などにより、状況の改善が進みました。

　　近年には、生活様式の多様化や都市化の進展、自動車の普及などによる都市・生活型公害が顕在

化しましたが、最近では、本県の大気や臭い、静けさや土壌といった生活を取り巻く環境について

は、おおむね良好な状態で保たれています。

　　その一方で、より快適で安全・安心な生活環境を求める住民意識の変化に伴い、有害化学物質対

策、地球規模の環境問題であるオゾン層※１保護や酸性雨※２対策、環境放射線※３対策などの多様な

環境課題に対する住民の関心が高くなっており、これら多様な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く必要があります。

※１　オゾン層…オゾンは酸素原子３個からなる気体。大気中のオゾンは成層圏（約10～50km上空）に約90％存在しており、

このオゾンの多い層を一般的にオゾン層と言います。成層圏オゾンは、太陽からの有害な紫外線を吸収し、地上の生態系

を保護しています。また成層圏オゾンは、紫外線を吸収するため、成層圏の大気を暖める効果があり、地球の気候の形成

に大きく関わっています。

※２　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変化によって酸性物質となり、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

です。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ます。

※３　環境放射線…私たちの生活環境にある放射線を言います。環境における空間の放射線量や農畜産物などの環境試料にお

ける放射能を測定監視することにより、原子力施設から周辺住民や環境への影響を確認することができます。

政策４ 安全・安心な生活環境の保全

１　大気環境の保全

２　静けさのある環境の保全

３　地盤・土壌環境の保全

４　化学物質対策の推進

５　オゾン層保護・酸性雨対策の推進

６　環境放射線対策の推進

７　環境影響評価の推進

８　公害苦情・紛争処理の推進

【 求められる施策 】
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□現状と課題

　　大気汚染は、燃料や廃棄物の燃焼など人の社会・経済活動によって生じた硫黄酸化物※１や窒素

酸化物※２、浮遊粒子状物質※３などが原因となって引き起こされ、人の健康などに影響を与えま

す。

　　本県では昭和40年代に大規模工場などが多数立地する八戸市において、大気汚染が原因となった

健康被害が発生しましたが、公害防止計画の策定や各種対策により改善が図られました。

　　近年の県内の大気環境はおおむね環境基準※４を達成しており、良好な状態にあるものの、引き

続き、大気汚染防止法に基づく常時監視や発生源となる施設への立入検査・指導を通じて、大気汚

染の発生を防止する必要があります。

　　光化学オキシダント※５は、環境基準値の超過が見られますが、本県の場合、春季に県内全域で

高い濃度が観測されていることから、成層圏オゾン※６の沈降やアジア大陸からの越境汚染の影響

が考えられています。

　　また、稲わらの焼却については、水田へのすき込みや耕畜連携等による稲わらの有効利用が進ん

だことにより、徐々に改善が図られているものの、依然として局地的に行われていることから、関

係市町村と連携しながら、わら焼防止対策を推進していくことが必要です。

　　悪臭については、近年では、従来の畜産農業などに係る苦情の他、ペットや野焼きなど家庭生活

における苦情も多く、苦情の内容も多種多様なものとなっており、関係市町村と連携して対応して

いく必要があります。

※１　硫黄酸化物…硫黄が酸化された物質の総称で、ＳＯｘ(ソックス)とも言います。主な大気汚染物質として二酸化硫黄、

三酸化硫黄があります。石油や石炭などの化石燃料の燃焼により発生し、大気中の水分と結合すると硫酸ミストとなって

酸性雨の原因となります。強酸性で、人の呼吸器に影響を与えたり、植物を枯らしたりします。

※２　窒素酸化物…窒素が酸化された物質の総称で、ＮＯｘ(ノックス)とも言います。主な大気汚染物質として一酸化窒素、

二酸化窒素があります。窒素酸化物は光化学スモッグの発生原因となるほか、人体の中枢神経系や呼吸気道、肺などに障

害を与えます。

※３　浮遊粒子状物質…大気中に浮遊している粒子状の物質で、物の破砕・選別、土砂の巻き上げ、燃料の燃焼等により生成

されます。このうち、粒径10μｍ以下のものを浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）、粒径2.5μｍ以下のものを微小粒子状物質（Ｐ

Ｍ2.5）と呼び、環境基準が定められています。

※４　環境基準…人の健康の保護や生活環境の保全を図る上で維持されることが望ましい基準を環境保全行政上の目標として

定めたものであり、大気、水質、土壌、騒音、ダイオキシン類の環境基準が定められています。

※５　光化学オキシダント…工場や自動車から排出される窒素酸化物や炭化水素などが紫外線により光化学反応を起こし、生

成される酸化性物質の総称のことです。目やのどの痛み等を引き起こします。

※６　成層圏オゾン…成層圏（約10～50㎞上空）に存在するオゾンのことです。大気中のオゾンはこの層に約90％存在してお

り、このオゾンの多い層を一般的にオゾン層と言います。

施策１ 大気環境の保全
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政策４施策１

□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 大気環境基準達成率（光化学オキシダ

ントを除く）（％）

22 23 24 25 26

100 100 100 98 98

大気環境の保全状況を示す指標として、大気環境基準達成率（光化学オキシダントを除く）を

選定。

□施策の概要

　　１　大気汚染を防止し、環境基準を達成します。

　　２　悪臭を防止し、良好な大気環境の保全に努めます。

□施策の展開方向

　　①　大気環境の常時監視や大気中の有害大気汚染物質の実態調査等を実施し、大気汚染の状況を

把握します。【環境保全課】

　　②　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

する規制指導を適切に実施するとともに、公害防止協定の締結・運用により大気汚染物質の排

出抑制を推進します。【環境保全課】

　　③　グリーン購入の推進及び自動車税のグリーン化※７など適切な情報提供を通じて低公害車・

次世代自動車の普及を推進します。【税務課、環境政策課】

　　④　アスベスト※８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アスベスト

に係る大気モニタリングを実施し、環境大気へのアスベストの飛散防止に努めます。

… 【環境保全課】

　　⑤　光化学オキシダントなど大気汚染物質の濃度の上昇などにより、大気の汚染に関する緊急事

態が発生した場合には、青森県大気汚染緊急時対策要綱に基づき、注意報の発令等の緊急時の

措置を迅速かつ適切に実施します。【環境保全課】

　　⑥　農地へのすき込みや耕畜連携等による稲わらの有効利用の促進を図るとともに、生活環境の

保全の視点を含めた普及啓発活動を通じて、わら焼き防止対策を推進します。

… 【環境保全課、食の安全・安心推進課】

　　⑦　家畜排せつ物の適正処理を推進します。【畜産課】

※７　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

例制度のことです。

※８　アスベスト…かつて保温・耐火材として用いられていた繊維状の鉱物で、材質が柔軟で磨耗や熱に強く、様々に加工で

きます。用途はボイラーやスチーム暖房パイプの被覆、自動車のブレーキ・クラッチ、建築材、石油ストーブの芯など約

3,000種に及びましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。体内に滞留したアスベストが要因となって

肺がんや中皮腫などの病気を引き起こすことがあります。石綿。
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□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　稲わらの焼却防止や有効利用に関する啓発

◎　悪臭の発生源に対する立入検査及び指導

◎　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

◎　低公害車の率先使用

県 民 ◎　低公害車の使用

事 業 者 ◎　大気汚染や悪臭防止に関する法令の遵守

◎　燃料・原料の転換や設備の改善による大気汚染物質の排出抑制

◎　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

◎　低公害車の使用

◎　建築物や工作物の解体等工事現場におけるアスベストの飛散防止

農 業 者 ◎　稲わらの有効利用による焼却防止

◎　家畜排せつ物の適正処理と悪臭拡散防止措置

大学等の

研究機関

◎　大気汚染物質に関する調査研究



－…53…－

政策４施策２

□現状と課題

　　騒音・振動は、自動車や道路交通、鉄道、航空機が発生源となるほか、工場・事業場、建設作業

などから発生しています。

　　本県における騒音の状況については、自動車騒音、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音について、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。

　　騒音・振動に関する公害苦情の件数は、徐々に減少している状況にありますが、騒音・振動は、

地域住民の静穏な生活の妨げや精神的な苦痛の原因となったり、振動が大きい場合は人の健康に対

する影響だけでなく、壁のひび割れなどの物的被害を生じることがあり、また、家庭の給湯器やエ

アコンの室外機などの低周波音に対しても苦情が寄せられることがあることから、市町村などの関

係機関と連携し、実態把握と適切な対応に努めていく必要があります。

　　また、環境省が選定した「残したい日本の音風景100選」に、本県から「八戸港・蕪島のウミネ

コ」、「小川原湖畔の野鳥」、「奥入瀬の渓流」、「ねぶた祭・ねぷたまつり」が選ばれており、地域の

良好な音環境を保全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 自動車騒音の環境基準達成率（％） 22 23 24 25 26

99.3 98.2 95.3 99.3 99.4

地域住民の静穏な生活環境の保全状況を示す指標として、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を選定。

□施策の概要

　　１　騒音・振動に関する環境基準の達成・維持を図ります。

　　２　生活環境における不快な騒音・振動を防止します。

　　３　地域の良好な音環境の保全を推進します。

□施策の展開方向

　　①　自動車騒音の現況を把握するとともに、新幹線鉄道騒音、航空機騒音の調査を実施し、騒音

の状況を把握します。【環境保全課】

　　②　特定工場・事業場や特定建設作業、深夜早朝の営業騒音等について、関係機関と連携し、立

入検査・指導を行うなどにより騒音・振動防止対策を推進します。【環境保全課】

　　③　自動車騒音・道路交通振動を軽減するため、道路整備に当たっては交通振動等に強い構造と

施策２ 静けさのある環境の保全
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なるよう配慮します。【道路課】

　　④　低周波音※１に関する情報収集、知見の集積に努めます。【環境保全課】

　　⑤　野鳥の声や清流のせせらぎ、祭り囃子など、地域の良好な音環境を保全します。

… 【環境保全課】

※１　低周波音…人間の耳には聞き取りにくい低い周波数領域の空気の圧力変動であり、建具類のがたつき等の物理的現象

や、睡眠妨害や頭痛、めまいなどの心身への影響を生じる場合があります。

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　騒音規制法・振動規制法に基づく騒音・振動の発生源への適切な規制措置

◎　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

◎　地域の特色ある音環境の保全

県 民 ◎　生活騒音についての近隣への配慮

事 業 者 ◎　騒音・振動規制関係法令の遵守

◎　騒音・振動の軽減につながる施設・設備などの導入・整備
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政策４施策３

□現状と課題

　　地盤沈下は、地下水の過剰揚水や重量のある構造物の建設などによって引き起こされ、地域の建

造物に損壊などの被害をもたらすなど、生活環境に様々な影響を与えます。

　　本県の地盤環境については、過去に青森地域や八戸地域において規模の大きな地盤沈下が発生し

ましたが、揚水規制などにより、近年は沈静化の傾向を示しています。

　　一方、全国的に集中豪雨に伴う山地災害が発生しており、森林の持つ山地災害防止機能を高めて

いく必要があります。

　　また、土壌汚染は、事業活動に伴って排出された有害物質や鉱山排水に含まれる重金属、廃棄物

の不法投棄などにより引き起こされ、一度汚染された土壌の浄化には多額の費用を要し、地下水を

通じて汚染が拡散する場合があるなど、人の健康や動植物の生息・生育に大きな影響を与えます。

　　本県における比較的広い範囲での土壌汚染として、過去に銅やヒ素による農用地の汚染が一部地

域で確認されましたが、既に対策が完了しています。また、一部の休廃止鉱山では、重金属を含む

坑廃水※１の処理事業が実施されており、坑廃水による被害は確認されていませんが、大雨による

土砂くずれや急激な融雪などにより未処理坑廃水の流出が発生していることから、処理施設の適正

管理等による未然防止対策の強化に努めていく必要があります。

　　一方で、一部事業地など、局所的に有機溶剤による土壌汚染が確認されている地点もあり、土地

所有者等に改善対策の指導等をしています。

　　健康な土壌は、人の健康・生態系の保全にとって重要であり、さらに安全・安心な農産物を生産

する最も重要な基盤となることから、重金属類や有機塩素化合物、農薬などによる土壌汚染の未然

防止と実態把握を進めていくことが必要です。

※１　坑廃水…金属鉱山の操業に伴って排出される廃水のことで、操業停止後や閉山後も排出される場合があります。一般的

に強酸性で重金属を含み、下流域の農業生産に影響を及ぼすことから、環境への影響が発生しないよう中和処理が行われ

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 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
22 23 24 25 26

（届出件数） 100 69 90 85 82

（土壌汚染の発見件数） 0 0 0 0 0

一定規模以上の土地の形質を変更しようとするときは、その旨を県に届け出る必要があり、県

は当該土地において特定有害物質による土壌汚染のおそれがある場合には、その土地所有者等

に対し当該土地の土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命令することができます。

土壌環境の保全状況を示す指標として選定。

施策３ 地盤・土壌環境の保全
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□施策の概要

　　１　地盤沈下を防止します。

　　２　有害物質による土壌や地下水の汚染を防止します。

　　３　土壌汚染区域の把握と適切な浄化を推進します。

　新４　森林における山地災害防止機能の保全を推進します。

□施策の展開方向

　　①　地盤沈下地域における沈下量や地下水位などの現況を把握します。【環境保全課】

　新②　山地災害の防止・軽減のための施設の整備や森林の整備を推進します。【林政課】

　　③　事業場等における有害化学物質等の適切な管理と排出抑制により土壌汚染の防止対策を推進

します。【環境保全課】

　　④　土壌汚染が確認された場合には、土壌汚染の原因者及び土地所有者等に対して必要な指導等

を行い、汚染拡散防止措置や浄化措置を講じます。【環境保全課】

　　⑤　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】

　　⑥　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】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　地下水の適正利用の推進

◎　水源涵
かん

養機能や山地災害防止機能の保全

◎　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

県 　 民 ◎　家庭での農薬や化学肥料の適正使用

◎　生活排水の適正処理

事 業 者 ◎　地下水の適正利用

◎　有害物質が地下に浸透しないような適切な管理

◎　敷地内の土壌の汚染状況の把握と汚染等の情報の公開

農 業 者 ◎　地下水の適正利用

◎　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
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政策４施策４

□現状と課題

　　私たちは、日常生活や事業活動において多くの化学物質を利用していますが、環境中への漏出や

蓄積によって、人の健康や生態系に影響を及ぼすことがあります。

　　中でも、ダイオキシン類※１については、廃棄物の焼却炉からの発生が社会問題となったことか

ら、平成12年１月にダイオキシン類対策特別措置法が施行され、本県においても大気中や公共用水

域などにおけるダイオキシン類の汚染状況の調査を継続してきたほか、事業者の自主測定を促すな

どの取組を推進してきました。近年の本県におけるダイオキシン類の環境基準は全て達成されてお

り、良好な状態で推移しています。

　　化学物質が人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ（環境リスク）を低減していくため、

環境中の化学物質の実態把握を進めていく必要があるほか、化学物質の移動や排出などにおいては

適切に管理することが必要です。また、現状、本県において、化学物質に関して住民とのリスクコ

ミュニケーション※２活動に取り組んでいる事業者は少ない状況ですが、化学物質に関する情報共

有、意見交換などに取り組むことにより、社会全体で化学物質による環境リスクの低減を図ってい

くことが必要です。

※１　ダイオキシン類…ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、コプラナー

ポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）をまとめてダイオキシン類と呼び、ごみ焼却による燃焼などに伴い、非意図的に

生成されます。

　　　塩素の数や付く位置によって、PCDDは75種類、PCDFは135種類、コプラナーPCBは十数種類の異性体があります

（これらのうち毒性があるとみなされているのは29種類。）。

※２　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

通して意志の疎通と相互理解を図ることです。

□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 ダイオキシン類の環境基準達成率（％） 22 23 24 25 26

100 100 100 100 100

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

を示す指標として、ダイオキシン類の環境基準達成率を選定。

□施策の概要

　　１　環境中の化学物質の実態把握に努めます。

　　２　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を推進します。

施策４ 化学物質対策の推進
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□施策の展開方向

　　①　環境中のダイオキシン類の汚染状況の実態把握と結果の公表を進めます。【環境保全課】

　　②　廃棄物焼却炉等に係る事業者によるダイオキシン類の自主測定義務の遵守を指導するととも

に、基準超過者に対しては適切な対応を指示します。【環境保全課】

　　③　ＰＲＴＲ制度※３やＭＳＤＳ制度※４の普及を通じて化学物質の移動や排出等における適切な

管理と化学物質による環境リスクの低減を推進します。【環境保全課】

　　④　食品中の残留農薬検査を実施するとともに、農薬の安全かつ適正な使用に向けて指導等を行

います。【保健衛生課、食の安全・安心推進課】

　　⑤　ゴルフ場や公園、住宅地等における農薬の適正使用や飛散防止を推進します。

… 【環境保全課、食の安全・安心推進課】

※３　ＰＲＴＲ制度…化学物質の管理システム｡ＰＲＴＲ…(Pollutant Release and Transfer Register)…とは､人の健康や生

態系に有害なおそれのある化学物質が､どのような発生源からどれくらい環境中へ排出されたか､あるいは廃棄物に含まれ

て事業所の外へ運び出されたかというデータを事業者自らが把握し､届け出たものを集計して公表・開示する仕組みです｡

※４　ＭＳＤＳ制度…事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、対象化学物質またはそれを含有する製品を

他の事業者に譲渡または提供する際には、その化学物質の性状及び取扱いに関する情報（ＭＳＤＳ:化学物質等安全デー

タシート）を事前に提供することを義務付ける制度です。…

　　　取引先の事業者からＭＳＤＳの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学物質について必要な情報を入手

し、化学物質の適切な管理に役立てることをねらいとし、平成13年１月から「化学物質排出把握管理促進法」のもと運用

が始まっています。

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　住民に対する化学物質の環境リスクの啓発

◎　公園等における農薬の適正使用

◎　廃棄物処理施設の適切な維持管理

県 　 民 ◎　化学物質に関する環境リスクへの理解促進

◎　ごみの野外焼却の防止

事 業 者 ◎　廃棄物焼却炉等に係るダイオキシン類の自主測定

◎　化学物質の適正な管理と使用・排出抑制

◎　ＰＲＴＲ制度に基づく化学物質の排出量等の適切な把握・報告

◎　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

農 業 者 ◎　農薬の適正な保管・使用、飛散防止

環境保全

団 　 体

◎　化学物質に関する住民と事業者のリスクコミュニケーション活動への支援

大学等の

研究機関

◎　化学物質による環境への影響に関する調査研究
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政策４施策５

□現状と課題

　　自然界に存在しない人工物であるフロン類※１は、冷蔵庫などの冷媒や精密部品の洗浄剤、スプ

レーの噴射剤などに用いられてきましたが、フロン類が大気中に放出されると上空の成層圏まで上

昇し、オゾン層を破壊することが分かりました。オゾン層の破壊は、地上に到達する有害な紫外線

の増加をもたらし、人の健康や動植物の遺伝子に悪影響を及ぼすおそれがあることから、生産の全

廃に向けた取組や回収・破壊に関する国際的な枠組が定められました。

　　我が国でも、フロン排出抑制法や自動車リサイクル法などの関係法令が整備されており、本県で

もフロン類の適正な回収・処理に向けた取組が進められているものの、家庭や事業場などにおける

機器類からのフロン類の漏洩が懸念されています。

　　酸性雨は、工場のばい煙や自動車の排ガスに含まれる硫黄酸化物、窒素酸化物等が原因となって

生じ、建造物の劣化や森林などの植生への悪影響などを招きます。

　　我が国では、大気汚染防止対策により、原因物質の排出削減が進んできましたが、酸性雨の原因

となる大気中の硫黄酸化物等は、国境を越えて広がっている可能性があることから、酸性雨の実態

と影響について把握を進める必要があります。

※１　フロン類…フロンは、冷蔵庫やエアコンディショナーなどの冷媒、半導体などの洗浄剤、ウレタンフォームなどの発泡

剤、スプレーの噴射剤などとして幅広く使用されてきましたが、一部のフロンがオゾン層破壊の原因となっています。ま

た、フロンに代わる冷媒として開発された代替フロンも地球温暖化の原因となることが明らかになっており、これらを総

称してフロン類としています。

□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 降水のｐＨ 22 23 24 25 26

4.7 4.6 4.5 4.7 5.1

酸性雨（ｐＨ5.6以下の雨）の状況を示す指標として、青森市における降水のｐＨの年間平均

値を選定。

□施策の概要

　　１　フロン類の排出抑制を推進します。

　　２　モニタリングの実施により酸性雨の影響の把握に努めます。

施策５ オゾン層保護・酸性雨対策の推進
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□施策の展開方向

　　①　フロン類の回収と破壊を促進するため、冷蔵庫や冷凍庫、空調機器、自動車などフロン類が

用いられている製品等の適切な廃棄手続について周知を図ります。【環境政策課】

　　②　フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録制度及び自動車リサイクル法

に基づくフロン類回収業者の登録制度を適切に運用するとともに、必要に応じて立入検査や指

導等を実施し、業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）や使用済自動車からのフロン類の確実

な回収を推進します。【環境政策課】

　　③　事業所に対する普及啓発等を通じて、業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）に使用される

フロン類の管理の適正化を推進します。【環境政策課】

　　④　グリーン購入への取組などを通じて、ノンフロン製品や低ＧＷＰ（温室効果係数の低い）フ

ロン製品への転換・普及を推進します。【環境政策課】

　　⑤　酸性雨の実態と影響を把握するため、国と連携しながら県内におけるモニタリングを継続的

に実施します。【環境保全課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　オゾン層保護に関する普及啓発

◎　家電リサイクル法の住民への周知

◎　フロン類を含まない機器・製品の率先使用

県 　 民 ◎　フロン類を含まない機器・製品の使用

◎　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

◎　自動車リサイクル法に基づく使用済自動車の適正な引き渡し

事 業 者 ◎　フロン類を含まない機器・製品の使用

◎　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

◎　自動車リサイクル法に基づく使用済自動車の適正な引き渡し

◎　フロン排出抑制法に基づく業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）に使用され

るフロン類の適正な管理

環境保全

団 　 体

◎　オゾン層保護や酸性雨など地球環境保全に関する意識啓発

学校等の

教育機関

◎　オゾン層保護や酸性雨など地球環境保全に関する環境教育・学習の推進

大学等の

研究機関

◎　酸性雨の実態や影響に関する調査研究
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政策４施策６

□現状と課題

　　本県では、六ヶ所村において原子燃料サイクル施設の建設・操業が進められているほか、東通村

では東通原子力発電所が平成17年12月から運転を開始しています（平成23年２月より定期検査のた

め停止しており、同年３月に東北地方太平洋沖地震が発生し、現在も停止中（平成27年12月末現在））。

　　また、むつ市においては、使用済燃料中間貯蔵施設の事業開始が予定されているほか、旧原子力

船「むつ」に係る固体廃棄物などが日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所で保

管・管理されています。

　　県では、地域住民をはじめ県民の安全の確保及び環境の保全を図るため、これらの施設周辺で環

境放射線等モニタリングを実施し、調査結果を「青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議」等

で検討・評価した後、公表してきました。

　　引き続き、環境放射線などのモニタリングを適切に行うとともに、施設への立入調査など安全協

定の厳正な運用を行い、県民の安全・安心の確保を図っていく必要があります。

　　また、大間原子力発電所（大間町）について、事業の進捗状況に応じて監視体制を適切に整備し

ていく必要があります。

□参考資料　

参考資料名（単位） 平成（年度）

実績値

参考資料の説明と選定理由

1 空間放射線量測定地点数（連続測定） 21 22 23 24 25

18 18 18 24 24

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

測定地点数を選定。

□施策の概要

　　１　環境放射線モニタリング※１等の充実により、原子力施設周辺地域住民の安全・安心を確保

します。

□施策の展開方向

　　①　環境放射線モニタリングを継続的に実施し、その結果を公表します。【原子力安全対策課】

　　②　原子力施設に係る安全協定の厳正な運用を図り、協定に基づく定期報告や立入検査、現地確

認等を実施します。【原子力安全対策課】

　　③　原子力施設の建設や事業の進捗状況に応じて監視体制を適切に整備します。

… 【原子力安全対策課】

施策６ 環境放射線対策の推進
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※１　環境放射線モニタリング…原子力施設周辺における空間の放射線量を測定したり、環境試料として農畜産物や土壌など

の陸上試料、さらに海産生物、海水や海底土などの海洋試料について、放射能分析測定・評価を行うことを言います。

　　　原子力施設の周辺住民などの健康と安全を守るため、環境における原子力施設に起因する放射性物質又は放射線によっ

て周辺住民などが受ける線量が年線量限度（１ミリシーベルト）よりも十分低くなっていることを確認するために実施し

ています。

□各主体に期待される役割

立 　 地

市…町…等

◎　環境放射線などのモニタリング結果の周知

◎　安全協定に基づく立入検査の実施など協定内容の厳正な運用

県 　 民 ◎　原子力施設の安全対策に関する知識の習得とその注視

事 業 者 ◎　環境放射線などのモニタリングと結果の公表、積極的な情報公開

◎　安全協定の厳正な遵守と協定に基づく定期報告の実施

◎　原子力施設の建設や操業の進捗状況に応じた監視体制の整備

◎　環境放射線に関する広報の充実
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政策４施策７

□現状と課題

　　私たちの周りでは、道路整備や河川工事、工場の立地・稼働、廃棄物処理施設の設置及び土地区

画整理など、様々な工事や事業、開発行為が行われています。

　　これらの工事や事業などは、私たちの生活に利便性や快適さをもたらし、また、地域経済の活力

を生み出しますが、一方で大気汚染や水質汚濁、騒音・振動、悪臭などの発生により、地域の生活

環境や生態系などに大きな影響を与える場合があります。

　　環境影響評価（環境アセスメント※１）は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業について、そ

の実施前に、事業者自らが環境影響を調査・予測・評価することを通じ、環境保全対策を検討する

など、その事業を環境保全上より望ましいものとしていく仕組みです。

　　本県においては、平成９年４月に青森県環境影響評価要綱を施行し、環境影響評価を実施してき

ましたが、平成11年６月の環境影響評価法の施行を契機に環境影響評価を事業者の法的義務とする

とともに、住民関与の機会を拡大するなど制度の見直しを行い、廃棄物処理施設やゴルフ場を含む

19の事業を対象とする青森県環境影響評価条例を平成12年６月から施行しています。

　　近年、本県において審査・指導件数が多い環境影響評価対象事業は、風力発電所や廃棄物処理施

設の設置事業となっています。このうち、環境影響評価法の対象事業である風力発電所の設置事業

については配慮書手続きがあり、計画段階における審査・指導が行われています。

　　環境影響評価については、社会経済情勢の変化や新たな環境課題を踏まえた適切な対応が求めら

れることから、環境影響評価に関する技術的な情報の提供や審査技術の向上のための取組を進めて

いく必要があります。

※１　環境アセスメント…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です。

□参考資料

参考資料名（単位） 平成（年度）

実績値

参考資料の説明と選定理由

1 環境影響評価の審査指導状況（件） 22 23 24 25 26

8 2 8 5 10

環境影響評価の実施状況を示す参考資料として、環境影響評価法及び青森県環境影響評価条例

に基づき、審査指導を行った環境影響評価図書の件数を選定。

□施策の概要

　　１　環境影響評価制度を適切に運用し、環境影響評価の結果を事業内容に関する許認可等に反映

させることにより、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係る環境の保全に

ついて適正な配慮がなされることを確保します。

…

施策７ 環境影響評価の推進
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□施策の展開方向

　　①　環境影響評価制度の適正運用を図るとともに、環境影響評価に関する技術的情報や実施状況

に関する情報提供を進めます。【環境保全課】

　　②　環境への影響の解析や予測手法などの審査技術の向上のための取組を推進します。

… 【環境保全課】

　　③　環境影響評価に関する情報収集と科学的知見の蓄積を進めます。【環境保全課】

　　④　環境影響評価制度の調査研究を進め、必要に応じて技術指針などの見直しを適切に実施しま

す。【環境保全課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　環境影響評価図書に対する環境保全上の意見の提出

県　　民 ◎　環境影響評価図書に対する環境保全上の意見の提出

事…業…者 ◎　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
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政策４施策８

□現状と課題

　　大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、騒音・振動、悪臭などの公害に関する苦情への対応は、地域の

生活環境を保全する上で重要であり、苦情の内容に応じて、関係機関や地域住民等との協力・連携

のもとに適切かつ迅速に対応していくことが求められます。

　　また、公害問題をめぐる紛争処理機関として、県では、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。

□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 公害苦情件数（件） 21 22 23 24 25

856 820 1,096 926 740

うち直接処理件数 715 701 1,003 683 654

公害苦情の処理状況を示す指標として、市町村及び県の各環境管理事務所において受け付けた

公害苦情の件数及び当該窓口で直接処理された件数（いずれも繰越件数を含む）を選定。

□施策の概要

　　１　公害苦情や公害紛争に対する適切かつ迅速な対応に努めます。

□施策の展開方向

　　①　公害苦情に対しては、市町村等の関係機関と連携し、適切かつ迅速な対応に努めます。

… 【環境政策課】

　　②　公害紛争が発生した場合には、公害紛争処理法に基づく青森県公害審査会によるあっせん、

調停及び仲裁手続を活用するなど、公害紛争の迅速かつ適切な解決を図ります。

… 【環境政策課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　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

◎　公害紛争処理制度に関する住民への周知

施策８ 公害苦情・紛争処理の推進
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□現状と課題　

　　地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる最

も重要な環境問題であり、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の最新の報告では、気候シ

ステムの温暖化については疑いの余地がなく、人類起源の温室効果ガスの排出が20世紀半ば以降に

観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高いとしています。加えて、近年増加し

ている大雨や猛暑の背景には、地球温暖化による影響があると考えられていることから、温室効果

ガス削減などによる地球温暖化の緩和ヘの取組を着実に進めるとともに、既に現れている影響や、

今後中長期的に避けることのできない影響への適応を計画的に進めることが必要とされています。

　　こうした中、国は、気候変動問題解決のため全ての国が参加する公平かつ実効性のある新たな国

際枠組の構築を目指して開かれたＣＯＰ21（気候変動枠組条約第21回締約国会議）において、温室

効果ガスを2030年度に2013年度比で26％削減することを表明し、国内での排出削減に取り組むとと

もに、我が国の優れた技術や途上国支援を通じ世界全体での温室効果ガス排出削減に貢献するとし

ています。併せて、政府全体の適応計画を策定し、気候変動による影響への備えを計画的に進めて

いくこととしています。

　　本県の2012年度の温室効果ガス排出量は、東日本大震災以降の火力発電の増加によって化石燃料

消費量が増加したことなどにより、青森県地球温暖化対策推進計画における基準年度である1990年

度と比較すると、16.6％増加しており、低炭素社会の形成に向けて、県民、事業者、行政など全て

の主体が日常生活、仕事、余暇活動などあらゆる場面においてライフスタイルやビジネススタイル

を見直しながら、省エネルギーに取り組む必要があります。

　　県では、平成23年３月に策定した「青森県地球温暖化対策推進計画」に基づき、「あらゆる主体

の連携・協働による、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の形成」を目

指し取組を進めていますが、今後策定される国の地球温暖化対策計画に即した本県計画の見直しな

どを通じて、適応の視点も踏まえた低炭素社会づくりを目指す必要があります。

　　一方､本県は､これまでも様々なエネルギー関連の先進的なプロジェクトの実施などを通じて、再

生可能エネルギーの導入推進を図り、風力発電の導入量が平成27年３月末時点で７年連続全国第１

位になるなど一定の成果が表れています。国では、平成24年７月からスタートした再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度により、再生可能エネルギーの導入拡大が進んでいるところですが、再生

可能エネルギーは地域に広く薄く存在する分散型エネルギーであり、地域固有の資源として地域自

らが活用し、そのメリットを地域に還元する仕組みづくりを進めることが、我が国の低炭素社会づ

くりに貢献していくことになります。

　　こうした省エネルギーの取組と本県の再生可能エネルギー利活用の取組を進めることで、環境へ

の配慮と経済の成長・発展がより望ましい状態で作用し合い、環境と経済の好循環が生み出される

ことにより、持続可能な地域社会の創造につなげていくこととしています。

政策５ 暮らしと地球環境を守る低炭素社会づくり

１　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

【 求められる施策 】
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政策５施策１

□現状と課題

　　本県の2012年度（平成24年度）の温室効果ガス排出量は1,606万３千t-CO2と、基準年度である

1990年度（平成２年度）と比較すると16.6％増加しています。

　　県内の温室効果ガス排出量の91.3％が二酸化炭素であり、その約９割は産業部門、民生（家庭・

業務）部門及び運輸部門におけるエネルギー使用によるものとなっています。

　　産業部門からの二酸化炭素排出量は、県全体の42.5％を占め、2012年度の排出量は、1990年度比

で19.6％増加しています。中でもエネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の規制の

及ばない中小製造業等からの排出量が大幅に増加しています。

　　運輸部門については、県全体の13.9％を占め、2012年度の排出量は、1990年度比で2.3％増加し

ています。自動車の台数の増加や買い物、レジャーなどライフスタイルの多様化による乗用自動車

の利用機会の増加が排出量の増加の主な要因と見られています。

　　民生（家庭）部門については、県全体の18.3％を占め、2012年度の排出量は、1990年度比で

46.2％増加しています。排出量増加の主な要因は、世帯数の増加に伴い基礎的なエネルギー使用量

が増加していることに加えて、エアコンやパソコンなどの家電製品の大幅な普及による電気使用量

の増加、暖房や融雪等に要する灯油使用量の増加などと見られています。

　　また、民生（業務）部門については、県全体の18.0％を占め、1990年度比で54.3％増加していま

す。排出量増加の主な要因は、高齢者等福祉施設数の増加等、建物床面積の増加に伴う空調・照明

等に要するエネルギー使用量の増加や商業施設の営業時間の増加などと見られています。　

　　民生（家庭・業務）部門の取組として、住宅・建築物に係る温室効果ガス排出量の削減について

は、「エネルギーの使用と合理化に関する法律（省エネ法）」に基づく規制や省エネルギー性能の表

示・情報提供、インセンティブの付与等により省エネルギー化を推進してきたところですが、これ

らの取組を一層推進するため、国においては「低炭素社会づくりに向けた住まいと住まい方推進会

議※１」において検討を進めており、県としては平成26年度に策定した「あおもり方式住宅ガイド

ライン」の活用等により、地域特性に応じた省エネルギー型住宅・建築物の普及促進に努めていま

す。

　　低炭素社会づくりを進めるためには、県民、事業者、行政などのあらゆる主体による取組が必要

であり、省エネルギー性能の高い機器や住宅、自動車の普及を図るとともに、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ための多様な取組を進めていく

ことが求められています。

※１　低炭素社会づくりに向けた住まいと住まい方推進会議…温室効果ガス排出削減のため、民生（家庭・業務）部門におけ

る取組を充実・強化する必要があることから、住宅・建築物における取組について、低炭素社会に向けた広範な取組と具

体的施策の立案の方向性を取りまとめるため、経済産業省、国土交通省、環境省が共同で設置した組織のことです。平成

24年７月10日に、「中間とりまとめ」と「2020年に向けた新築住宅・建築物の省エネ基準への適合義務化等に関する工程

表」を公表しました。

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
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□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 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

地球温暖化対策推進の基本となる指標として、県内における温室効果ガス排出量（二酸化炭素

など）の合計値を選定。

2 二酸化炭素排出量（千ｔ－ＣＯ２） 20 21 22 23 24

13,676 13,086 13,238 13,519 14,673

省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す代表的な指標として、県内にお

ける産業、運輸、民生（家庭・業務）等の各部門からの二酸化炭素排出量の合計値を選定。

3 民生部門（家庭系）における１人当た

り二酸化炭素排出量（ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24

1.67 1.70… 1.77 1.84 1.97

家庭における省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標として、民生

部門（家庭系）における１人当たり二酸化炭素排出量を選定。

4 民生部門（業務系）における床面積

（㎡）当たり二酸化炭素排出量…

（ｋｇ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24

118 122 109 118 136

ビルやオフィスにおける省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標と

して、民生部門（業務系）における床面積（㎡）当たり二酸化炭素排出量を選定。

5 産業部門の二酸化炭素排出量

（千ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24

5,389 5,158 5,583 5,626 6,236

産業部門における省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標として、

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の合計値を選定。

6 運輸部門の二酸化炭素排出量

（千ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24

2,207 2,205 2,045 2,018 2,043

運輸部門における省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標として、

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選定。

7 次世代自動車※２普及率（％） 21 22 23 24 25

32.6 37.3 41.8 7.3 15.8

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導入状況を表す指標として、

次世代自動車普及率を選定。（資料：東北運輸局　低公害車普及率より作成。平成24年度から

低公害車の対象が変更。）

※２　次世代自動車…ハイブリッド車(エンジンと電気モーターなど２種類以上の動力源を組み合わせて走行する車両)や電気

自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル車、天然ガス自動車など、新たな技術に

より二酸化炭素や大気汚染物質の排出量を減らした自動車のことです。

…
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政策５施策１

□施策の概要

　　１　環境に配慮した企業経営、省エネルギー性能の高い設備・機器の導入等低炭素型の事業活動

の促進を図ります。

　　２　日常生活における省エネ行動、省エネルギー性能の高い設備・機器、住宅の導入等、低炭素

型のライフスタイルづくりを推進します。

　　３　エコドライブ※３の推進、次世代自動車の普及、公共交通機関の利用を中心とした低炭素型

交通社会の仕組みづくりを推進します。

　　４　機能集約型都市づくりなど面的な省エネルギー対策を推進します。

□施策の展開方向

　重①　中小事業者等に対し、省エネに関する知識や技術の提供及び個別課題の解決に向けた支援を

行う「青森県中小事業者省エネ対策アシスト事業」等の展開により、省エネ意識の改革と自主

的かつ継続した省エネ対策の実施につなげるとともに、制度金融などの事業者向け融資制度の

活用などにより、工場や事業場、農家、林業者、漁業者への省エネルギー性能の高い機器や設

備の導入を促進します。【環境政策課、商工政策課】

　　②　「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル」（農林水産省）の普及などを通じて農作業の

省エネルギー化を推進します。【農産園芸課】

　　③　廃棄物焼却に係る廃熱の利用や廃棄物発電、下水熱の地域熱需要への活用など、廃棄されて

いたエネルギーの有効利用を推進します。

… 【環境政策課、都市計画課、エネルギー開発振興課】

　　④　事業者の自主的な環境配慮行動を促進するため、省エネルギーの取組などを行っている事業

者をエコ事業所・エコショップとして認定することにより、県内事業所のエコ活動の取組を支

援します。【環境政策課】

　　⑤　自動車税のグリーン化などを通じてハイブリッド自動車や電動バイクなど燃費性能に優れた

自動車の普及を進めるとともに、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車※４などの次世

代自動車の利用モデルの発信により、将来の普及を推進します。

… 【税務課、環境政策課、エネルギー開発振興課】

　重⑥　多様なメディアの活用等によりエコドライブ実践者の拡大を図るとともに、自動車教習所に

おけるエコドライブ教習や運転免許証の更新時における講習を活用した普及啓発などにより、

県民へのエコドライブの浸透を図ります。また、ノーマイカー運動等により自動車利用の抑

制、公共交通機関の利用促進を図ります。【環境政策課、警察本部運転免許課】

　　⑦　高気密・高断熱化などの省エネリフォームによる省エネルギー効果についての情報提供など

を通じて、既存住宅の省エネルギー化を推進するとともに、住宅性能表示制度の普及・活用を

促し、新築住宅の省エネルギー化を推進します。【環境政策課、建築住宅課】

　　⑧　青森県地球温暖化防止活動推進センター※５やあおもりアースレンジャー※６と連携するなど

して、地球温暖化の現状や省エネルギーにつながる具体的な行動に関する情報を継続的に発信

するとともに、環境家計簿※７による二酸化炭素の排出量・削減量の「見える化」の取組の普

及などにより、家庭における省エネルギー活動を推進します。【環境政策課】

　　⑨　関係業界と連携して省エネ家電製品や高効率給湯器、省エネ住宅、次世代自動車など家庭生
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活の省エネルギー化に資する製品やサービスに関する情報の総合的な提供を図り、省エネ機

器・設備の普及を推進します。【環境政策課】

　　⑩　都市計画づくりにおいて、都市機能が集約され公共交通機関が利用しやすく、自転車道が整

備されるなどの低炭素型都市の形成を目指します。【都市計画課】

　　⑪　港湾機能や臨港道路の充実によりＲＯＲＯ船※８など内航海運の活用を促進するとともに、

鉄道輸送に転換した成功事例の紹介などにより、海運や鉄道を利用した物流体系に切り替える

モーダルシフト※９を推進します。【環境政策課、港湾空港課】

　　⑫　地球温暖化対策推進法の地方公共団体実行計画である「地球にやさしい青森県行動プラン」

に基づき庁舎の省エネルギーや次世代自動車の導入などを着実に行うとともに、グリーン購入

など県による率先的なエコオフィス活動を進めるほか、市町村による実行計画の策定を支援し

ます。【行政経営管理課、環境政策課】

　　⑬　「もったいない・あおもり県民運動」を通じて、あらゆる主体の連携・協働により、県全体

で低炭素社会づくりを進めます。【環境政策課】

新・重⑭　県民、事業者、学校・団体それぞれが環境にやさしい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ていく「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェク

ト※10」の普及拡大を図り、低炭素社会づくりを進めます。【環境政策課】

※３　エコドライブ…アイドリングストップや経済速度の遵守、急発進・急加速・急ブレーキの抑制など、誰でも実行できる

手段で燃費を向上させることにより、省エネルギーや二酸化炭素、大気汚染物質の排出削減を図る運転技術のことです。

※４　プラグインハイブリッド自動車…家庭用コンセントなどの電源からも充電して走行可能なハイブリッド電気自動車のこ

とです。

※５　青森県地球温暖化防止活動推進センター…地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活

動等を行う者で、地球温暖化対策の推進に関する法律第24条に基づき知事が指定しています。

※６　あおもりアースレンジャー…青森県地球温暖化防止活動推進員。地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性につい

て住民の理解を深めること等の活動を行います。地球温暖化対策の推進に関する法律第23条に基づき知事が委嘱していま

す。

※７　環境家計簿…家庭での電気、ガス、水道、灯油、ガソリン等の使用量や支出額を集計して、二酸化炭素排出量などの環

境負荷を計算できるように設計された家計簿のことです。各個人や世帯ごとの排出量の推移を把握し、季節別のエネル

ギー消費量を把握したり、二酸化炭素排出量の削減努力の成果の確認に役立てることができます。一方、世帯員数や地域

のエネルギー消費構造により各世帯の二酸化炭素排出量は大きく異なってくるので、世帯同士で排出量を比較する場合な

どは注意が必要となります。

※８　ＲＯＲＯ船…ローローせん。Roll-on/roll-off… shipの略。フェリーのようにランプを備え、トレーラーなどの車両を

収納する車両甲板を持ち、自走で搭載/揚陸できる構造の貨物船のことです。

※９　モーダルシフト…より環境負荷の小さい交通手段に切り替える取組のことです。二酸化炭素の排出削減のため、自動車

による貨物輸送から鉄道や船舶などに切り替えることによって、環境保全上のメリットが期待されますが、コンテナ列

車・船の確保やその拠点となる駅や港湾の整備などが課題となります。

※10　あおもりエコの環（わ）スマイルプロジェクト…41ページ図１参照。
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政策５施策１

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の策定

◎　地球温暖化防止や省エネルギーの取組に関する啓発

◎　廃棄物発電や下水熱の利用など廃棄されていたエネルギーの有効利用の推進

◎　次世代自動車や高効率照明器具などの省エネルギー性能の高い機器・設備等の

率先導入

◎　エコドライブ推進運動への参加・職員へのエコドライブの普及

◎　都市機能が集約され公共交通機関が利用しやすいなどの低炭素型の街づくりの

推進

◎　グリーン購入の率先実行

県 　 民 ◎　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

◎　省エネリフォームによる既存住宅の省エネルギー化やゼロ・エネルギー・ハウ

ス等による住宅新築時の省エネルギー化

◎　環境家計簿の作成による家庭からの二酸化炭素排出量の把握

◎　家庭でできる地球温暖化対策になる環境配慮行動の実践

　【実践例】

　　○…冷房・暖房時の室温の適切な設定（夏の冷房時28℃、冬の暖房時20℃）

　　○…公共交通機関の利用や徒歩・自転車による移動

　　○…主電源をこまめに切るなどして家電製品の待機電力を削減する

　　○…シャワーを１日１分家族全員が減らす

　　○…風呂の残り湯を洗濯に使い回す

　　○…炊飯ジャーや電気ポットの保温を止める

　　○…家族が同じ部屋で団らんし、冷暖房と照明の利用を減らす

　　○…買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜を選ぶ

◎　エコドライブ推進運動への参加・実践

　【実践例】

　　○…ふんわりアクセル『ｅスタート』

　　○…加減速の少ない運転

　　○…早めのアクセルオフ

　　○…エアコンの使用を控えめに

　　○…アイドリングストップ

　　○…暖機運転は適切に

　　○…不要な荷物は積まずに走行

◎　「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト」への参加
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事…業…者 ◎　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

◎　コージェネレーションシステム※11などエネルギー利用効率の高い設備の導入

◎　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

◎　「あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ認定」制度への登録

◎　エコドライブ推進運動への参加と従業員へのエコドライブの普及

◎　鉄道や海運を利用した物流体系への転換（モーダルシフト）

◎　従業員の通勤手段を自家用車から公共交通機関、自転車などに転換するエコ通

勤の実施やノーマイカーデーの実施

◎　グリーン購入の実行

農…業…者 ◎　農業機械の適切な利用などによる農作業の省エネルギー化

環境保全

団 　 体

◎　地球温暖化対策や省エネルギーの取組に関する啓発

学校等の

教育機関

◎　地球温暖化対策や省エネルギーの取組に関する環境教育・学習の推進

◎　学校施設における省エネルギーの推進

※11　コージェネレーションシステム…発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房などを行うエネルギー供給システ

ムのことです。従来の発電システムでのエネルギー利用効率は40％程度で、残りは廃熱として放出されますが、コージェ

ネレーションシステムでは理論上最大80％まで高めることができます。
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政策５施策２

□現状と課題　

　　低炭素社会の構築には、省エネルギー型の社会づくりや適切な森林の整備・保全を通じた森林吸

収源対策を進めるとともに、風力や太陽光、太陽熱、バイオマス、地熱、水力など発電過程におけ

る二酸化炭素の排出が少なく、自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すことが可能な再生

可能エネルギーの利活用を進めることが重要です。

　　本県は風況に優れた風力発電の適地を豊富に有しており、風力発電の導入量は平成27年３月末時

点で７年連続で全国第１位となっているなど、風力発電に関する高いポテンシャルを有しているほ

か、木質バイオマス燃料や家畜排せつ物などのバイオマス資源、温泉熱・排湯熱、雪氷冷熱※１な

どのエネルギーにも恵まれており、多様で豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを有している

地域です。

　　また、これまで県内では、再生可能エネルギー大量導入のための系統安定化対策地域実証とし

て、経済産業省による「次世代双方向通信出力制御実証事業」が行われたほか、国内初の蓄電池併

設型風力発電所※２が設置されるなど、我が国の環境・エネルギー分野のトップランナーとして先

進的なプロジェクトが展開されています。

　　このような再生可能エネルギーの高いポテンシャルを生かし、我が国の持続可能な社会の先駆け

となることを目指して、県では平成18年11月に、「青森県エネルギー産業振興戦略」を策定し、再

生可能エネルギーの導入等による産業づくり、低炭素社会づくりを進めてきました。

　　一方で、国においては、平成24年７月に固定価格買取制度をスタートさせ、以後県内においても

太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの普及が急速に進んでいますが、再生可能エネルギーの普

及拡大が、地域における雇用の拡大や産業振興等地域活性化には必ずしもつながっていないこと、

太陽光発電が急速に普及する一方で、バイオマスや小水力など地域エネルギーの活用が進んでいな

いことなど、課題も明確になってきたところです。

　　このような状況を踏まえ、県では平成27年度に、新たな「青森県エネルギー産業振興戦略」を策

定しました。

　　新戦略においては、太陽光や風力のほか、バイオマス、小水力、地熱・地中熱、海洋など、県内

に賦存する様々なエネルギーの活用を図るとともに、熱電併給（コージェネレーション）や水素関

連技術など、新たな分野にも着目しながら、再生可能エネルギー関連の先進的なプロジェクトを提

示しています。

　　環境・エネルギー分野で先進的な取組を積極的に進めている本県は、我が国の持続可能な社会の

先進モデルとなる可能性を秘めた地域であり、日本の低炭素社会づくりに貢献することが期待され

ていることから、県としては今後とも、エネルギーを活用した地域振興を図りながら、低炭素社会

づくりに向けた取組を積極的に進めていくことが必要です。

※１　雪氷冷熱…雪や氷の冷熱エネルギー（冷たいエネルギー）のことで、冬季間に貯蔵し、夏季の冷蔵、冷房その他の用途

への利用が考えられています。新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法に位置付けられる石油代替エネルギーのひ

とつです。

※２　蓄電池併設型風力発電…発電した電力を蓄え、気象条件にかかわらず安定した電力の供給を行うための蓄電池を併設し

た風力発電施設による発電のことです。

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
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□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 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

再生可能エネルギー（風力発電）の導入状況を示す指標として、風力発電導入量を選定。

2 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

地域資源を生かした再生可能エネルギーの導入状況を示す指標として、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（年度集計）を選定。

□参考資料

参考資料名（単位） 平成（各年３月末現在）

実績値

参考資料の説明と選定理由

1 再生可能エネルギー導入状況（導入量・件数）… … … … …

太陽光発電導入量（kW）・件数 - - 25 26 27

（導入量：kW） - - 6,814 43,697 132,950

（件数：件） - - 1,048 2,915 9,076

バイオマス発電導入量（kW）・件数 - - 25 26 27

（導入量：kW） - - 0 0 6,624

（件数：件） - - 0 0 2

水力発電導入量（kW）・件数 - - 25 26 27

（導入量：kW） - - 0 36 1,817

（件数：件） - - 0 3 7

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・水力の導入量を選定。ただ

し、平成25年３月末、平成26年３月末の数値については、移行認定分（ＦＩＴ制度以前から運

転しており、ＦＩＴ制度後に移行認定を受けたもの）を含まない。

□施策の概要

　　１　風力、太陽光、太陽熱、雪氷冷熱、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

活用をさらに進めます。

　　２　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り、日本の低炭素社会づくりへの貢献を進めます。
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政策５施策２

□施策の展開方向

　重①　風力、太陽光をはじめ、バイオマス、地熱・地中熱、水素など、主要なエネルギー分野ごと

に、地域の産業振興や雇用の拡大、農林水産業の活性化等を目指した先進的なプロジェクトに

取り組み、地域エネルギーの有効活用を図ります。【エネルギー開発振興課】

　重②　積雪寒冷地にマッチした持続可能な青森型エネルギーマネジメントを構築するため、地元企

業と自治体が連携し、核となる事業体の形成を図るなどにより、自立分散型のスマートコミュ

ニティの実現を目指します。【エネルギー開発振興課】

　　③　雪室りんごや雪下にんじん、雪室低温貯蔵施設など雪を活用した付加価値の高い農産物貯蔵

を推進するとともに、雪冷房システムの研究など雪氷熱の活用方策について研究を進めます。

… 【農林水産政策課、農産園芸課】

　　④　木質バイオマス燃料の活用を推進するため、ペレットボイラーやチップボイラー、ペレット

ストーブの普及を進めるとともに、未利用間伐材やりんご剪定枝など農業、林業分野における

未利用木質資源の有効活用に取り組みます。

… 【農林水産政策課、農産園芸課、りんご果樹課、林政課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　再生可能エネルギーの活用に関する啓発

◎　公共施設における再生可能エネルギー利用機器の率先導入

◎　小水力発電やバイオマス発電など地域における再生可能エネルギーの活用

県 　 民 ◎　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

◎　ＢＤＦ※３の原料となる廃食用油の回収への協力

事…業…者 ◎　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

◎　太陽光発電システムや太陽熱温水器、ペレットボイラー・チップボイラーなど

の再生可能エネルギー利用機器の導入

◎　ＢＤＦなどのバイオ燃料の利用

農…業…者 ◎　雪室りんごや雪下にんじん、雪室低温貯蔵施設など農業における雪氷熱の利用

◎　ペレットボイラーやチップボイラーの導入などの木質バイオマス燃料使用設備

の導入

環境保全

団 　 体

◎　再生可能エネルギーの活用に関する啓発

◎　ＢＤＦなどのバイオ燃料の製造や原料となる廃食用油の回収

学校等の

教育機関

◎　再生可能エネルギーの活用に関する環境教育・学習の推進

大学等の

研究機関

◎　再生可能エネルギーの活用に関する研究開発

※３　ＢＤＦ…Bio Diesel Fuel（バイオディーゼルフューエル）の略。廃食用油を精製して作られる軽油代替燃料のことで

す。硫黄酸化物をほとんど含まず、ディーゼル車の燃料として注目されています。燃費や走行性は軽油とほぼ同じで、軽

油と混ぜて使用できます。最近では、ガソリンの代替燃料又は混合燃料として植物由来のバイオエタノールを活用してい

くための技術開発も進められています。
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□現状と課題

　　私たちは、化石燃料をはじめとした、地球上の様々な資源を利用して環境に負荷をかけながら生

活しています。私たちの行動が地域や地球の環境に影響を与え、環境の悪化もまた私たちの生活に

影響を与えており、その関係は切り離すことができません。

　　先人から引き継いできた本県の豊かな環境を保全し、さらに次世代に引き継ぐため、一人ひとり

の県民やそれぞれの事業者が、自らが環境保全の担い手であるとの自覚を持ち、ライフスタイルや

ビジネススタイルの変革を進めていくことが必要です。

　　そのためには、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が重要であり、また、環境配慮に取り組む家庭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を社会全体で作り上げていく必

要があります。

　　さらに、環境保全の問題意識や取組を引き出す役割は、家庭、学校、職場などのあらゆる主体が

担っており、各主体の取組を一過性に終わらせるのではなく、持続した取組として、それぞれの活

動の場で定着していくような環境づくりが求められています。

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　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

【 求められる施策 】
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政策６施策１

□現状と課題

　　家庭ごみの増加、地球温暖化などの今日の環境問題は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会

経済システムが大きな要因となっており、その解決には、県民一人ひとりが日常生活を見直し、環

境への負荷が少ないライフスタイルに転換していくことが必要です。

　　そのためには、私たち自身が、環境の中で生き、その恵みを受けて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や地球の環境に影響を及ぼしていることを理解する必要があり

ます。また、こうした実感や理解を基に、環境問題の本質や取組の方法を自ら考え、環境配慮の取

組を実践していくことのできる人財を育成していくことが重要であり、そのためには環境教育・学

習の取組を推進していくことが必要です。

　　さらに、私たち一人ひとりが社会の課題と身近な暮らしを結び付け、自らが地域の価値を見つめ

直し、持続可能な未来や社会づくりのために行動できる人づくりが大切であり、これを目指す「持

続可能な開発のための教育（ＥＳＤ※１）」の視点を取り入れた環境教育や環境保全活動が求められ

ています。

　　県では、これまで、地域の人財等を活用し、主に児童を対象とした環境出前講座を実施してきた

ほか、環境教育プログラムの拡充、こどもエコクラブ※２の活動支援などに取り組んできました

が、環境に配慮した取組がさらに広がっていくよう、今後も、子どもから大人までを対象とした幅

広い環境教育・学習機会の提供を進めていく必要があります。

　　また、効果的かつ持続的な環境教育・学習の促進のため、大学、ＮＰＯ、事業者など多様な主体

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に取り組んでいく必要があります。

※１　ＥＳＤ…Education for Sustainable Developmentの略で「持続可能な開発のための教育」と訳されています。ＥＳ

Ｄとは、環境、貧困、人権、平和など現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むことにより、

それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創造していく

ことを目指す学習や活動のことです。

※２　こどもエコクラブ…地域における子どもたちの主体的な環境学習や活動を支援するため、国が平成７年度に創設した制

度で、幼児から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブです。仲間を集めて、こどもエコクラブ全国事務局に

登録すると、いつでも活動をスタートすることができます。

…

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
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□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 こどもエコクラブ加入率（人口千対） 22 23 24 25 26

（青森県） 14.45 14.88 10.91 8.01 7.98

（東北六県平均） 8.80 9.06 6.59 4.40 3.59

環境配慮に取り組む人財を育成するためには、子どもの頃からの環境教育が重要であり、地域

において子どもたちが自主的な環境学習や実践活動に取り組んでいる状況を示す指標として、

こどもエコクラブ加入率を選定。

＊「人口推計（各年10月１日現在人口）」（総務省統計局）の20歳未満人口を母数として算出。

2 環境出前講座等受講者数（人） - - - 25 26

- - - 1,997 2,269

県では、子どもの頃から環境に関心を持ち、環境に配慮した人財を育成するため、児童向けな

どのプログラムを作成しており、その活用状況を示す指標として、学校や地域で実施する「環

境出前講座」や親子向けのプログラムなどに参加した児童等の数を選定。

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（％）

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選定。

＊現状では、県内全ての公立小中学校の「環境教育に係る全体計画の作成率」について調査をし

ていないが、27年度からは県内全公立小中学校に対する調査を実施し、実態を把握する予定。

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（％）

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選定。

＊現状では、県内全ての公立小中学校の「環境教育に関連した体験学習を実施した割合」につ

いて調査をしていないが、27年度からは県内全公立小中学校に対する調査を実施し、実態を

把握する予定。

□施策の概要

　　１　環境について考え、環境に配慮した取組を実践できる人財を育成するため、子どもから大人

までを対象に、環境教育・学習の機会の充実を図ります。

　　２　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を推進します。

　　３　自然体験活動等の機会の場の提供に係る認定制度※３を適切に運用します。

　新４　効果的かつ持続的な環境教育・学習の促進のため、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を推進します。
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政策６施策１

□施策の展開方向

　重①　児童の学習段階に応じたプログラムや親子向けのプログラムなど、これまでに作成した教材

等を活用した環境出前講座や親子で楽しみながら環境について学べる機会の提供などにより、

省エネルギーや３Ｒの推進など環境にやさしいライフスタイルを実践できる人財の育成を推進

します。【環境政策課】

　　②　事業所や地域における子どもや親子向けなどの環境教育・学習活動の推進を図るため、「出

前トーク」による講師派遣や環境教育・学習に関する専門的知識と経験を有する人財を紹介す

るなどの支援に努めます。【環境政策課】

　　③　生物多様性の重要性について県民に理解を深めてもらうため、学校や家庭、地域における、

生きもの調査や水質調査などの体験型の自然環境教育活動を推進します。

… 【自然保護課、学校教育課、生涯学習課】

　　④　リサイクル活動や生きもの調査など、地域において子どもたちが自主的な環境学習や実践活

動に取り組む環境活動クラブである「こどもエコクラブ」の結成、活動を促進するため、こど

もエコクラブに関する情報提供や活動状況の周知などに取り組みます。【環境政策課】

新・重⑤　環境教育を各教科等と関連付けて学校の教育計画の中に位置付け、一人ひとりの子どもが、

環境と人間との関わりについて関心と理解を深め、環境に対する豊かな感受性を養うことがで

きるよう、環境保全に主体的に取り組む態度の育成に努めます。【学校教育課】

新・重⑥　持続可能な社会の実現を目指し、児童生徒の発達の段階に応じて、現代社会の課題を自らの

問題として捉えられるよう、環境教育に係る直接的、具体的な体験学習を推進します。

… 【学校教育課】

　　⑦　学校などが行う環境教育・学習活動に活用可能なプログラムや教材の整備と活用に努めま

す。【環境政策課、学校教育課】

　　⑧　県総合学校教育センターにおける研修等を通じて、教員の環境教育に係る資質の向上に努め

ます。【学校教育課】

　　⑨　自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めるため、安

全対策が講じられることなどを要件とした認定制度を適切に運用します。【環境政策課】

新・重⑩　これからの環境保全活動や環境教育・学習の担い手となる若者を育成するため、大学、ＮＰ

Ｏ、事業者等が協働した環境教育・学習の仕組みづくりに取り組みます。【環境政策課】

　

※３　自然体験活動等の機会の場の提供に係る認定制度…「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成23年

法律第67号）」において、新たに導入された制度です。

　　　土地又は建物の所有者等が、当該土地等を自然体験活動その他の環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場として提

供する場合に、一定の基準を満たしていることを条件に都道府県知事の認定を受けることができます。
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□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　環境教育・学習活動の機会や場の提供

◎　地域の環境保全をテーマとした出前講座等の実施

◎　地域の環境教育・学習活動を担う人財の発掘・育成

県 　 民 ◎　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

事 業 者 ◎　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

◎　事業所における環境保全活動を担う人財の育成

環境保全

団 　 体

◎　環境教育・学習活動機会の提供

◎　県や市町村、事業者等が行う環境教育・学習活動への支援

◎　地域における環境保全活動を担う人財の育成

学校等の

教育機関

◎　環境出前講座の利用などによる環境教育・学習活動の推進

◎　児童・生徒の自主的な環境保全活動の推進
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政策６施策２

□現状と課題

　　今日の環境問題は、私たちの日常生活や事業活動による環境への負荷が大きな要因となっている

ことから、一人ひとりの県民や各事業者が、日常生活や事業活動を見直し、環境への負荷が少ない

ライフスタイルやビジネススタイルに転換していくことが必要です。

　　私たちのライフスタイルやビジネススタイルを変えていくためには、自分たちの行動が環境にど

の程度の影響を与えているのかを把握し、さらに行動の変化による成果を知る「見える化」の取組

が重要です。

　　また、環境配慮への取組を一層促進していくためには、県民や事業者の環境に配慮した取組や製

品などを評価・周知し、日常生活や事業活動でそれらの製品やサービスが優先的に購入・利用され

るなど、県民や事業者の環境配慮を誘引する取組が重要であるとともに、家庭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（各年３月末現在）

実績値

指標の説明と選定理由

1 環境マネジメントシステム導入組織数

（事業所）

23 24 25 26 27

216 221 231 239 227

県内事業所における組織的な環境対策の取組状況を示す指標として、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選定。

2 あおもりＥＣＯにこオフィス・ショッ

プ認定事業所数（件）

23 24 25 26 27

264 299 631 832 849

環境に配慮した取組を実践している事業所の状況を示す指標として、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」の認定事業所数を選定。

□施策の概要

　　１　環境配慮行動の実践による成果や身近で効果的な取組事例の「見える化」などを通じて、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を促進しま

す。

　　２　事業所等による社会的責任に基づく環境保全の取組を促進します。

　　３　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

仕組みづくりを推進します。

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



－…82…－

□施策の展開方向

　　①　地球温暖化防止活動推進センターなどとの連携等による、楽しく、わかりやすく、親しみや

すいエコアクションの普及によって、県民の環境配慮行動の実践による二酸化炭素排出量・削

減量の「見える化」を図るとともに、家庭における継続的な省エネルギー活動を推進します。

… 【環境政策課】

　　②　地域住民が集まるイベントなどの場において、二酸化炭素排出量・削減量の大きさを平易に

理解できるよう、身近な事柄を例とする分かりやすい情報提供に努めます。【環境政策課】

　　③　カーボン・オフセット※１の考え方や取組の普及を通じて、県民や事業者等による温室効果

ガスの排出削減の取組を推進します。【環境政策課】

　　④　環境負荷低減に資する製品・サービスを調達するグリーン購入への率先的な取組を通じて、

県民や事業者等によるグリーン購入の取組を促進します。【環境政策課】

　　⑤　事業者の事業活動から生ずる環境負荷の低減に向け、ＩＳＯ14001、エコアクション２１、

ＫＥＳ（ＡＥＳ）などの環境マネジメントシステム※２や環境会計※３の導入・運用を推進しま

す。【環境政策課】

　　⑥　省エネルギー、レジ袋削減、資源ごみの回収などを行っている事業者をエコ事業所・エコ

ショップとして認定し、優れた取組を行った事業所を表彰することにより、県内事業所の環境

配慮行動を促進します。【環境政策課】

　　⑦　事業者等に対する生物多様性民間参画ガイドライン（環境省作成）の普及に努めます。

… 【自然保護課】

　　⑧　グリーン電力※４（熱※５）証書制度やＪ－クレジット制度※６など、再生可能エネルギーの創

出、温室効果ガスの削減プロジェクトに資金が還流する仕組みについての周知と制度の利用を

推進します。【環境政策課、林政課、エネルギー開発振興課】

　　⑨　県内金融機関等との連携強化を図り、県民や事業者等の環境保全に資する取組を金融面から

支える環境金融※７の取組を進めます。【環境政策課】

　重⑩　県民、事業者、学校、団体が相互に連携・協力しながら環境配慮行動に取り組む「あおもり

エコの環
わ

スマイルプロジェクト※８」の拡大を図ります。【環境政策課】

※１　カーボン・オフセット…日常生活や経済活動において避けることができないＣＯ２等の温室効果ガスの排出について、

まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室

効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方のことです。

※２　環境マネジメントシステム…企業などの事業組織が法令などの規制基準を遵守することにとどまらず、自主的・積極的

に環境保全のためにとる行動を計画・実行し、評価・点検する作業が一連の手続としてシステム化されたものを言いま

す。国際規格として「ISO14001」が定められているほか、中小事業者向けの国内規格として環境省の「エコアクション

21」、地域独自のシステムである「ＫＥＳ（ＡＥＳ）」などが運用されています。国内規格の環境マネジメントシステム

は、導入・運用コストが相対的に安価とされています。

※３　環境会計…事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を可能な限り定量的（金額又は数

量）に測定し、伝達する仕組みのことです。企業によって測定方法が異なり、統一された基準はないが、環境省がガイド

ラインを作成し、企業による環境会計の導入を促進しています。

※４　グリーン電力…風力、太陽、バイオマス、水力など、温室効果ガスや有害ガスの排出が少なく、環境への負荷が小さい

自然エネルギーにより発電された電気のこと、又はそのような電気を選んで購入できるプログラムのことです。電気とし

ての価値に加え、環境価値部分を評価して追加料金を払うことで、市場で競争力を持たせ、再生可能エネルギーを普及さ

せようとする考え方に基づいています。
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政策６施策２

※５　グリーン熱…バイオマス燃料や太陽熱、雪氷熱など自然由来の熱エネルギーのことで、グリーン電力の「熱」版の考え

方です。

※６　Ｊ－クレジット制度…中小企業等の省エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジッ

トとして認証する制度であり、平成25年度から国内クレジット制度とオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度を一本

化し、経済産業省・環境省・農林水産省が運営しています。本制度により、中小企業・自治体等の省エネ・低炭素投資等

を促進し、クレジットの活用による国内での資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指すものです。

※７　環境金融…個人や企業等の環境配慮行動を促進する金融機関による自主的な取組を指します。近年、国内外の金融機関

により、環境に配慮した取組を行う個人や事業者向けに、高い預金金利を設定した金融商品や低い貸出利息を設定した

ローンが開発されるなどしており、企業や個人の環境配慮行動を金融面でサポートする取組が広がっています。

※８　あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト…41ページ図１参照。

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　製造から流通、販売、廃棄などの一連の過程における環境負荷の少ない商品・

サービスの優先購入・利用

◎　入札等において環境配慮や環境保全に積極的に取り組んでいる事業者を評価す

る仕組みの導入

◎　環境マネジメントシステムの率先導入

◎　カーボン・オフセットの普及啓発

県 　 民 ◎　環境家計簿の作成による家庭からの二酸化炭素排出量の把握

◎　製造から流通、販売、廃棄などの一連の過程における環境負荷の少ない商品・

サービスの優先購入・利用

◎　環境配慮や環境保全に積極的に取り組んでいる事業者の商品やサービスの優先

購入・利用

◎　カーボン・オフセットの取組を通じた温室効果ガスの排出削減

事…業…者 ◎　事業活動に伴う温室効果ガス排出量の把握

◎　製造から流通、販売、廃棄などの一連の過程における環境負荷の少ない商品・

サービスの優先購入・利用

◎　環境配慮や環境保全に積極的に取り組んでいる事業者の商品やサービスの優先

購入・利用

◎　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

◎　環境会計の導入や環境報告書※９の作成

◎　「あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ認定」制度への登録

◎　生物多様性に配慮した事業活動の実施

◎　カーボン・オフセットの取組を通じた温室効果ガスの排出削減

◎　国内クレジット制度を活用した温室効果ガスの排出削減活動の実施

◎　オフセット・クレジット制度を活用した排出クレジットの獲得・販売

環境保全

団 　 体

◎　事業所が行う環境保全活動への助言・支援

◎　環境マネジメントシステム導入による効果の啓発や導入支援

※９　環境報告書…企業などの事業者が、経営責任者の緒言、環境保全に関する方針・目標・計画、環境マネジメントに関す

る状況（環境マネジメントシステム、法規制遵守、環境保全技術開発等）、環境負荷の低減に向けた取組の状況（ＣＯ２

排出量の削減、廃棄物の排出抑制等）等について取りまとめ、名称や報告を発信する媒体を問わず、定期的に公表するも

のです。



－…84…－

□現状と課題

　　県民や事業者などの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、わかりやすく提供されることが重要です。

　　また、環境問題への関心が高まる中で、県民や事業者等から、環境保全に関する制度や施策をは

じめ、様々な環境情報の提供を求められるようになっており、「協働取組の推進に関する協定の届

出制度※１」の活用などに向けて、正確な情報を迅速かつ継続的に提供していくことが求められて

います。

　　県では、これまでもホームページや広報紙、メールマガジンなどを通じて、様々な環境情報を提

供してきましたが、環境については対象となる分野が広く、複数の部局や市町村等多くの行政機関

により多様な取組が行われているため、情報が点在してしまいがちなことが課題となっています。

　　このため、環境に関する情報を体系的に収集・整備し、一元的に提供するとともに、できるだけ

分かりやすく伝えていくことが求められています。

　　また、各主体による活動や研修・交流機会などを通じて形成されるネットワークや仲間は、さら

に取組を進める財産となるものであり、環境教育・学習や環境保全活動を一層推進するためのネッ

トワークづくりを引き続き進めていく必要があります。

※１　協働取組の推進に関する協定の届出制度…国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合に、当該協定

を都道府県知事に届け出ることができる制度で、協定の内容についてインターネット等を通じて公表することにより、国

民、民間団体等における協働取組に関する協定の締結が促進されることを目的としています。

□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 環境の保全を図る活動を行うＮＰＯ法

人の数（団体）

22 23 24 25 26

87 94 103 109 115

県内の環境保全活動を担う団体の状況を示す指標として、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法人の数を選定。

□施策の概要

　　１　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を図りま

す。

　　２　各主体が協働した環境教育・学習や環境保全活動を推進するため、地域の環境保全活動を担

う環境ＮＰＯなどの団体と各主体とのネットワークづくりを推進します。

…

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
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政策６施策３

□施策の展開方向

　　①　県民等の環境問題に対する理解を深め、環境に配慮した取組を促進させるため、地域の人財

や環境の現状に関する情報、環境保全に関する制度・イベント等に関する情報の収集を進める

とともに、県民にとって分かりやすく、利用しやすいホームページの作成や各種媒体を活用し

た効果的な情報発信に努めます。【環境政策課】

　　②　環境ＮＰＯや行政、事業者等が参加する情報交換会を開催するなどして、環境保全に関する

ネットワークづくりを推進します。【環境政策課】

　　③　ＮＰＯの活動を支援するため、ＮＰＯの効果的な運営や活動資金・人財の確保等に係る情報

提供に努めます。【県民生活文化課】

　　④　環境保全に係る協働取組を推進するため、関係主体及び行政による協働取組に関する協定の

届出制度等について周知するとともに、適切に運用します。【環境政策課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　地域の環境に関する情報の収集・公表

◎　環境教育・学習活動や環境保全活動に関する情報の収集・提供

県 　 民 ◎　地域の環境に関する情報の収集

◎　環境教育・学習活動や環境保全活動に関する情報の収集と活動への参加

◎　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

事…業…者 ◎　環境ＮＰＯなどが実施する地域の環境保全活動への支援

環境保全

団 　 体

◎　環境教育・学習活動や環境保全活動に関する情報発信

◎　環境保全に関する活動方針や組織、運営形態などに関する情報の公開

◎　環境配慮や環境保全活動に関する他の団体・主体とのネットワークづくり

◎　県や市町村等が開催する研修機会等への積極的な参加





第４章　計画の推進に当たっての県の重点施策
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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。

　本県は三方を海に囲まれるとともに、世界自然遺産白神山地、岩木山、八甲田山、十和田湖、下北

半島など各地域に様々な自然環境を有し、長い歴史の中で、この豊かな自然から、暮らしの基礎とな

る食料、水などを恵みとして享受するだけでなく、自然と共生し、その恵みから生まれた地域色豊か

な文化、伝統を通じて、心の豊かさも育んできました。

　こうした本県の豊かな自然は、県民が最も愛着を持っている地域資源となっており、また、環境に

関する県民等意識調査（平成27年１月実施）では、県が低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に

向けて取り組むべき内容として、「山、川、海の水循環によって作り出された良質な水資源の確保」

が特に重要であると回答しています。

　一方、開発など土地利用の変化や里地里山の荒廃などにより、生物多様性を育む自然環境が損なわ

れつつあるほか、小川原湖の水質については、近年汚濁が進行する傾向が見られており、漁獲量の減

少や観光等への影響が懸念されています。また、近年、全国的にニホンジカやイノシシなどの野生鳥

獣の個体数の増加や生息域の拡大が急速に進み、希少な植物の食害、農林業や生活環境への被害が深

刻化しており、本県でも10年ほど前から、県南地域を中心にニホンジカの目撃情報が報告され、現在

は津軽地域でも目撃が報告されていることから、本県がニホンジカの食害による農林業被害や自然植

生の衰退など深刻な影響を受ける前に必要な対策を講じていく必要があります。

　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や環境にやさしい農業の拡大に取り組んでい

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。

　また、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。

重点施策１　自然との共生と健全な水循環の確保

第４章　計画の推進に当たっての県の重点施策
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◇重点施策の展開方向

　　山・川・海を一体的に捉えた健全な水循環の確保

　　①　小規模で点在している間伐実施箇所をまとめて間伐することにより低コストで効率的な間伐

の推進と県産材の安定供給を図るため、森林所有者に対する普及啓発等を実施します。

… 【林政課】

　　②　「伐採」から「造林」に至る作業を一貫して行うシステムの構築や機械化に必要な路網の再

整備を推進するとともに、再造林の重要性や低コスト再造林の普及に向けた研修会の開催など

を通じて、森林資源の循環利用を推進します。【林政課】

　　③　森林整備促進と地域活性化を図るため、植樹活動に関する基礎知識の提供や技術指導などを

行い、社会貢献活動として森林整備活動に取り組む企業等を支援します。【林政課】

　　④　国の環境保全型農業直接支払制度※１、エコファーマー認定制度及び青森県特別栽培認証制

度を推進するとともに、ＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）※２実践指標※３の活用等により、環

境にやさしい農業の取組拡大を図ります。【食の安全・安心推進課】

　　⑤　流域住民等による河川、海岸等の愛護活動を支援する「青森県ふるさとの水辺サポーター制

度」の情報発信に取り組み、ボランティア活動の促進と愛護意識の高揚に努め、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】

　　⑥　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】

　　⑦　小川原湖の水質保全対策の一環として、小川原湖に流入する汚濁負荷量を低減させるため、

流域の行政、事業者、住民等各主体が取り組むことができる内容を行動指針として取りまと

め、流域における取組を促進します。【環境保全課】

　　⑧　幼稚魚の保護・育成場や磯根資源の増殖の場となる藻
も ば

場の維持・回復に向けて、県がこれま

で造成した藻
も ば

場の実態調査と低コストで効果的な機能維持・回復技術の確立・普及などに取り

組みます。【漁港漁場整備課】

　　⑨　水域の環境を保全するため、海岸等の清掃活動を行う漁業者等を支援します。【水産振興課】

　　⑩　海岸における良好な景観及び環境の保全並びに良好な海洋環境の保全を図るため、市町村と

連携し、海岸漂着物等の回収・処理を実施します。【環境政策課】

※１　環境保全型農業直接支払制度…農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全に効果

の高い営農活動に対する支援制度です。

※２　ＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）…ＩＰＭ（Integrated Pest Management）とは、様々な防除手段を適切に組み

合わせることにより、環境負荷を低減しつつ病害虫・雑草の発生を経済的被害水準以下に低く管理しようという考え方の

ことです。

※３　ＩＰＭ実践指標…生産者の方々がＩＰＭに取り組みやすいように、県では、水稲、りんご、ながいもなどの作目につい

てＩＰＭの実践度を生産者段階で簡単に評価できる指標を作成し、公表しています。

…



－…90…－

◇重点施策指標及び目標

指標名（単位） 平成（年度）

目　標実績値

指標の説明と選定理由

1 ふるさとの森と川と海保全地域※４の河川

におけるＢＯＤの環境基準達成率（％）
22 23 24 25 26

（各年度）

現状値以上（青森県） 96.4… 92.9… 96.4… 96.4… 96.4…

（全　国） 92.5… 93.0… 93.1… 92.0… 93.9

ふるさとの森と川と海保全地域における河川の水質の状況を示す指標として、水質の環境基準を達成

している割合を選定。

2 間伐実施面積（民有林）（ha） 22 23 24 25 26 （平成31年度まで各年度）

6,410 6,176 3,295 4,277 3,173 ７，３６６ha※５

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。

3 青森県認証特別栽培農産物の

取組面積（ha）

22 23 24 25 26 （平成28年度）

492 452 424 397 416 ７８０ha※６

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。

4 公共用水域（海域）のＣＯＤ

の環境基準達成率（％）
22 23 24 25 26

（各年度）

現状値以上　　（青森県） 85.7 85.7 89.3 78.6 89.3

　（全　国） 78.3 78.4 79.8 77.3 79.1

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（海域）の環境基準

を達成している割合を選定。

5 小川原湖（流域）の水質保全対策の推進

○流域の行政、事業者、住民等の各主体が取り組む内容をとりまとめた行動指針を策定する。行動指

針策定後は、指針に基づく各主体の取組状況について確認すること等により、各種施策を促進して

いく。

※４…ふるさとの森と川と海保全地域…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に基づき、自然環境が優れ

た状態を維持している森林、河川、海岸のうち、地域文化の状況などから特に重要な区域として指定している保全地域の

ことです。

※５　特定間伐等の実施の促進に関する基本方針の目標値

※６　「日本一健康な土づくり」後期推進プランの目標値

（参考資料）

参考資料名（単位） 平成（年度）

実績値

参考資料の説明と選定理由

1 青森県ふるさとの水辺サポー

ター認定団体数（団体）

22 23 24 25 26

32 66 83 99 117

県民や事業者等による地域の河川・海岸の環境保全活動の取組状況を示す参考資

料として、青森県ふるさとの水辺サポーター認定団体数を選定。

2 海岸等の清掃地点数（地点） - - 25 26 27

- - 8 9 11

漁業者等による水域の環境保全につながる取組状況を示す参考資料として、海岸

等の清掃を行った地点数を選定。
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3 海岸漂着物等の回収・処理を

行った海岸数（海岸）

- - - 25 26

- - - 50 102

県・市町村による海岸における良好な景観及び環境の保全並びに良好な海洋環境

の保全を図るための取組状況を示す参考資料として、海岸漂着物等の回収・処理

を行った海岸数を選定。

　　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

　　①　県立自然公園など本県の豊かな自然環境の保全と活用を図るため、地域住民等が自然の魅力

や価値、保全方法などについて学べる場の提供や自然と触れ合える機会づくりなどに取り組み

ます。【自然保護課】

　　②　白神山地の保全と利活用を推進するため、白神山地の保護管理体制の強化に取り組むととも

に、白神の自然と文化体験プログラム等の充実や情報発信・受入体制の強化、白神山地の保全

や地域振興を担う人財の育成などに取り組みます。【自然保護課】

◇重点施策指標及び目標

指標名（単位） 平成（年）

目　標実績値

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 （平成31年）

427,000人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

単純比較できない。

　　野生鳥獣の保護と管理

　　　　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。

… 【自然保護課】

◇重点施策目標

指標の説明

ニホンジカ管理対策の推進

○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く。
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　環境に関する県民意識調査において、本県の環境保全に係る取組や状態の重要度と充足度について

「重要である」又は「やや重要である」と回答した人の割合と「満たされている」又は「やや満たさ

れている」と回答した人の割合を相対的に整理したところ、「家庭、事業所におけるごみの減量、再

利用、リサイクルの取組」については、重要度と充足度のいずれも平均値を超える割合となっていま

す。

　また、日常生活における環境配慮の実践状況については、「古紙、缶、ビンなどはきちんと分別

し、資源ごみとして出している」という問いに対して約８割の県民が「いつも行っている」と回答し

ています。

　しかしながら、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おり、

環境に関する県民意識調査における環境配慮の実践状況の結果と本県のごみ排出量やリサイクル率の

現状とは乖離が生じています。

　こうした調査結果や本県のごみ排出量などの現状等を踏まえて、なぜ本県が全国下位と低迷してい

るのか、その差を埋めていくためには、どのような取組をさらに強化していかなければならないのか

などについて、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んでいく必要があります。

　一方、省エネルギーや再生可能エネルギーに関する事項について、環境に関する県民意識調査にお

ける「本県の環境保全に係る取組や状態の重要度と充足度」に係る取組内容などの各項目を相対的に

整理した結果では、「省エネルギーの取組」「再生可能エネルギーの開発と利用」については、いずれ

の項目も重要度は平均値を超えているものの、充足度は平均値を下回っており、これらについては、

今後の取組の強化が求められている施策であると捉えることができます。

　さらに、環境に関する事業者意識調査では、今後取り組む予定としている環境に配慮した取組の中

で最も多かったのは、「熱源設備、空調設備などエネルギー効率（省エネ効果）の高い機器・設備の

導入」が46.3％、次に「低燃費、低公害の自動車の積極的な導入」が46.0％となっており、県内事業

所における環境に配慮した取組が進んでいくことが期待されます。

　また、再生可能エネルギーの利活用については、平成24年７月の固定価格買取制度発足以降、本県

においても導入が急速に進んでいますが、一方で、上記の意識調査にも見られるように、県民による

再生可能エネルギーの利活用が進んでいないこと、バイオマス、小水力、温泉熱など、地域のエネル

ギーが十分に活用されていないことなどの課題も明らかになってきており、再生可能エネルギーの導

入拡大が、必ずしも地域に恩恵をもたらしていない状況にあります。

　こうした現状等を踏まえて、省エネルギー対策や地域特性を生かした再生可能エネルギーの導入推

進など県民総参加による低炭素・循環型社会づくりに向けた各種施策に重点的に取り組んでいきま

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
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◇重点施策の展開方向

　　「もったいない」意識のもと県民一丸となった３Ｒの推進

　　＜もったいない・あおもり県民運動の展開＞

　　　　「もったいない・あおもり県民運動」を展開し、本県の１人１日当たりごみ排出量やリサイ

クル率が全国下位に低迷している現状を広く県民に周知するとともに、各種広報媒体やマスコ

ミ等を活用した情報発信、３Ｒの具体的な取組方法等の普及啓発を行い、県民総参加で３Ｒに

取り組む気運を醸成します。【環境政策課】

　　＜市町村との連携による３Ｒ推進＞

　　①　市町村等を対象とした３Ｒ推進の施策セミナーの開催などにより、市町村との連携による３

Ｒの取組を推進します。【環境政策課】

　　②　ごみの発生抑制に有効とされるごみ処理の有料化といった経済的手法の活用や紙ごみのリサ

イクルを一層推進するための焼却施設への搬入規制の導入など、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」を促進するとともに、３Ｒ

の推進について住民の理解が深まるよう、環境省が推奨している一般廃棄物会計基準の普及・

定着を図りながら、市町村におけるごみ処理経費等の「見える化」を推進します。

… 【環境政策課】

　　＜生活系ごみの３Ｒ推進＞

　　①　商品の簡易包装や詰替商品の利用など環境にやさしい買い物の普及、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・リサイクルなど、生活系ごみ発生抑制のた

めの取組を推進します。【環境政策課】

　　②　リサイクル率向上に向けて、最も資源化量の多い古紙の回収を一層推進するため、市町村等

と連携し、雑紙（その他紙）の資源回収を強化するとともに、市町村による適切な分別収集品

目の区分設定を促進します。【環境政策課】

　　③　民間事業者と連携し、家庭や事業所からの古紙を常時受け入れている古紙リサイクルセン

ターやスーパーなど民間事業者が実施している資源物の店頭回収等の利用を促進します。

… 【環境政策課】

　　④　可燃ごみとして焼却処理されている食品廃棄物について、本県の地域特性に合ったリサイク

ルの手法を検討します。【環境政策課】

　　＜事業系ごみの３Ｒ推進＞

　　　　事業系の紙ごみの排出量削減を図るため、事業所から排出される古紙を効率的に回収する

「オフィス町内会※１」や古紙リサイクルセンターの利用促進を図るとともに、市町村が一般

廃棄物の多量排出事業者に対して行う減量化計画等の作成等に関する指示が適切に行われるよ

う支援します。【環境政策課】

※１…オフィス町内会…41ページ図２参照。
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◇重点施策指標及び目標

指標名（単位） 平成（年度）

目　標実績値

指標の説明と選定理由

1 １人１日当たりのごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25
（平成32年度）

９８０グラム※（青森県） 1,049 1,047 1,038 1,069 1,069

（全国） 994 976 975 963 958

一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、1人１日当たりのごみ排出量を選定。

2 １人１日当たりの生活系ごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25
（平成32年度）

６８０グラム※（青森県） 712 710 709 729 727

（全国） 709 697 695 684 678

生活系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人１日当たりの生活系ごみ排出量を選

定。

3 １人１日当たりの事業系ごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25
（平成32年度）

３００グラム※（青森県） 337 337 329 340 342

（全国） 285 279 280 279 280

事業系一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標として、１人１日当たりの事業系ごみ排出量を選

定。

4 ごみのリサイクル率（％） 21 22 23 24 25
（平成32年度）

２５％※（青森県） 12.9 12.9 13.6 14.2 13.7

（全国） 20.5 20.8 20.4 20.4 20.6

ごみのリサイクルの進捗状況を示す指標として、ごみのリサイクル率を選定。

※第３次青森県循環型社会形成推進計画の目標値
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◇重点施策の展開方向

　　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

　　＜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※１」の強化につながる仕掛けづくりなどに取り

組み、日常生活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を促進します。

… 【環境政策課】

　　＜民生（業務）部門と産業部門における対策＞

　　①　中小事業者等に対し、省エネ対策の重要性を周知し、省エネの取組が事業者の経営力向上に

直結することの理解を深めるとともに、省エネ対策の実施を適切に支援することにより、中小

事業者等の自主的な省エネ対策の取組を促進します。【環境政策課】

　　②　制度金融などの事業者向け融資制度の活用などにより、工場や事業場、農家、林業者、漁業

者への省エネルギー性能の高い機器や設備の導入を促進します。【環境政策課、商工政策課】

　　＜運輸部門における対策＞

　　①　地球温暖化の現状及び対策の重要性や、取り組みやすい対策としてのエコドライブの方法を

広く発信し、その普及拡大を図るとともに、低炭素型交通社会づくりに向け、プラグインハイ

ブリッド自動車などの次世代自動車の省ＣＯ２効果の「見える化」等の情報提供や、全国の先

進事例に学ぶセミナーを開催するなど、運輸部門からの低炭素型ライフスタイルへの転換を促

進します。【環境政策課】

　　②　ノーマイカー運動等により自動車利用の抑制、公共交通機関の利用促進を図ります。

… 【環境政策課】

　　＜地域振興につながる再生可能エネルギーの導入促進＞

　　　　風力、太陽光をはじめ、バイオマス、地熱・地中熱、水素など、主要なエネルギー分野ごと

に、地域の産業振興や雇用の拡大、農林水産業の活性化等を目指した先進的なプロジェクトに

取り組み、地域エネルギーの有効活用を図ります。【エネルギー開発振興課】

　　＜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青森型エネルギーマネジメントを構築するため、地元企

業と自治体が連携し、核となる事業体の形成を図るなどにより、自立分散型のスマートコミュ

ニティの実現を目指します。【エネルギー開発振興課】

※１…あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト…41ページ図１参照。
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◇重点施策指標及び目標

指標名（単位） 平成（年度）

目　標実績値

指標の説明と選定理由

1 温室効果ガス排出量

（千ｔ－ＣＯ２）
20 21 22 23 24

2020（平成32）年度…

1990（平成２）年度

比で25％削減※
15,023 14,422 14,596 14,879 16,063

地球温暖化対策推進の基本となる指標として、県内における温室効果ガス排出量（二酸化炭素など）

の合計値を選定。

2 二酸化炭素排出量

（千ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24
－

13,676 13,086 13,238 13,519 14,673

省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す代表的な指標として、県内における産

業、運輸、民生（家庭・業務）等の各部門からの二酸化炭素排出量の合計値を選定。

3 民生部門（家庭系）における１人当

たり二酸化炭素排出量（ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24
－

1.67 1.70… 1.77 1.84 1.97

家庭における省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標として、民生部門

（家庭系）における１人当たり二酸化炭素排出量を選定。

4 民生部門（業務系）における床面積（㎡）

当たり二酸化炭素排出量（ｋｇ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24
－

118 122 109 118 136

ビルやオフィスにおける省エネルギーの進捗状況やエネルギー低炭素化の状況を表す指標として、民

生部門（業務系）における床面積（㎡）当たり二酸化炭素排出量を選定。

5 産業部門の二酸化炭素排出量

（千ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24
－

5,389 5,158 5,583 5,626 6,236

産業部門における省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標として、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の合計値を選定。

6 運輸部門の二酸化炭素排出量

（千ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24
－

2,207 2,205 2,045 2,018 2,043

運輸部門における省エネルギーの進捗状況やエネルギーの低炭素化の状況を表す指標として、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選定。

※青森県地球温暖化対策推進計画の目標値。なお、1990年度の排出量は13,775千t-CO2（平成27年４月時点）であり、目標達

成については森林吸収分も含めて判断することとしています。
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（参考資料）

参考資料名（単位） 平成（年度）

実績値

参考資料の説明と選定理由

1 次世代自動車普及率（％） 21 22 23 24 25

32.6 37.3 41.8 7.3 15.8

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導入状況を表す

参考資料として、次世代自動車普及率を選定。（資料：東北運輸局　低公害車普

及率より作成。平成24年度から低公害車の対象が変更。）

2 ノーマイカー運動参加者数（人） - 23 24 25 26

- 9,026 13,929 19,762 18,634

通勤など県民の日常生活における自動車利用の抑制や公共交通機関の利用を促す

ための取組状況を示す参考資料として、ノーマイカー運動参加者数を選定。

3 再生可能エネルギー導入状況（導入量・件数）… 【平成（各年３月末）】

太陽光発電導入量（kW）・件数 - - 25 26 27

（導入量：kW） - - 6,814 43,697 132,950

（件数：件） - - 1,048 2,915 9,076

バイオマス発電導入量（kW）・件数 - - 25 26 27

（導入量：kW） - - 0 0 6,624

（件数：件） - - 0 0 2

水力発電導入量（kW）・件数 - - 25 26 27

（導入量：kW） - - 0 36 1,817

（件数：件） - - 0 3 7

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

力の導入量を選定。ただし、平成25年３月末、平成26年３月末の数値について

は、移行認定分（ＦＩＴ制度以前から運転しており、ＦＩＴ制度後に移行認定を

受けたもの）を含まない。
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　環境に関する県民意識調査における「本県の環境保全に係る取組や状態の重要度と充足度」の関係

について整理した結果では、「自ら進んで環境問題に取り組む人財の育成」「環境にやさしい取組を

誘引する仕組みや環境づくり」「環境情報の提供と地域における環境保全活動や環境教育・学習の取

組」については、いずれの項目も重要度と充足度は平均値を下回っています。

　しかしながら、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あり、子どもから大人まで環境について学ぶことができる環境教育・

学習の推進が特に重要です。

　また、環境教育・学習を効果的に推進していくためには、県民、ＮＰＯ、事業者、小・中・高等学

校、大学、市町村等様々な主体の自発性を尊重し、これらと協働しながら取組を進めていく必要があ

ります。

　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重点的に取り組みます。

◇重点施策の展開方向

　　①　児童の学習段階に応じたプログラムや親子向けのプログラムなど、これまでに作成した教材

等を活用した環境出前講座や親子で楽しみながら環境について学べる機会の提供などにより、

省エネルギーや３Ｒの推進など環境にやさしいライフスタイルを実践できる人財の育成を推進

します。【環境政策課】

　　②　これからの環境保全活動や環境教育・学習の担い手となる若者を育成するため、大学、ＮＰ

Ｏ、事業者等が協働した環境教育・学習の仕組みづくりに取り組みます。【環境政策課】

　　③　県立自然公園や県民の森などを活用した各種行事等を開催し、広く県民に対して自然に触れ

合う機会を提供するとともに、子どもたちに対する自然環境学習機会などを通じて、自然環境

保全意識の向上と自然環境保全活動の担い手を育成します。【自然保護課】

　　④　「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト※１」の強化につながる仕掛けづくりなどに取り

組み、県民、事業者、学校など様々な主体がそれぞれの場において実践する環境にやさしい取

組を促進します。【環境政策課】

　　⑤　環境教育を各教科等と関連付けて学校の教育計画の中に位置付け、一人ひとりの子どもが、

環境と人間との関わりについて関心と理解を深め、環境に対する豊かな感受性を養うことがで

きるよう、環境保全に主体的に取り組む態度の育成に努めます。【学校教育課】

　　⑥　持続可能な社会の実現を目指し、児童生徒の発達の段階に応じて、現代社会の課題を自らの

問題として捉えられるよう、環境教育に係る直接的、具体的な体験学習を推進します。

… 【学校教育課】

※１…あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト…41ページ図１参照。

…

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
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◇重点施策指標及び目標

指標名（単位） 平成（年度）

目　標実績値

指標の説明と選定理由

1 環境出前講座等受講者数（人） - - - 25 26 （各年度）

受講者数の増加- - - 1,997 2,269

県では、子どもの頃から環境に関心を持ち、環境に配慮した人財を育成するため、児童向けなどのプ

ログラムを作成しており、その活用状況を示す指標として、学校や地域で実施する「環境出前講座」

や親子向けのプログラムなどに参加した児童等の数を選定。

2 小中学校における環境教育の推進

○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。

○平成27年度から県内全公立小中学校に対する関連調査を実施することとしており、当面は当該調査

を通じて各校の取組状況を把握していくこととし、調査結果を踏まえ、環境教育に係る全体計画の

作成や体験学習の取組をしている小中学校の割合を増加させるための施策を展開していく。

3 多様な主体と協働した環境教育の仕組みづくり

○多様な主体と協働した環境教育の仕組みづくりの成果を示す指標として選定。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。また、構築した仕組みの取組状況について検証等を行う組織を

設置し、ＰＤＣＡによる取組の継続を図る。

（参考資料）

参考資料名（単位） 平成（年度）

実績値

参考資料の説明と選定理由

1 環境教育・学習機会や場の提

供状況（各市）（回・人）
22 23 24 25 26

（回数） 115 114 157 156 173

（参加人数） 4,604 3,792 6,223 5,552 5,964

県内（各市）における環境教育・学習機会や場の提供状況を示す参考資料とし

て、環境学習会等の開催回数及び参加人数を選定。





１　開発事業等における環境配慮の考え方

２　環境配慮指針

　　構想・計画地選定段階

　　土地の改変などの敷地整備や建築・建設段階

　　操業や日常利用段階

　　事業の終了・廃業段階

第５章　開発事業等における環境配慮指針
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１　開発事業等における環境配慮の考え方
　　現在、県内においても、道路などの社会資本の整備をはじめ、私たちの生活に快適さや利便性を

もたらす各種の地域開発事業が実施されていますが、開発による環境への影響も懸念されていま

す。

　　開発と環境保全は、いずれか一方が優先するものではなく、環境と経済が調和し、持続可能な社

会の形成に向けて、社会基盤の整備を核とした地域振興と豊かな自然環境などの保全を通じた地域

づくりがバランスよく適切に進められていくことが必要です。

　　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、次の

区分により示すものです。

第５章　開発事業等における環境配慮指針

　構想・計画地選定段階

　土地の改変などの敷地整備や建築・建設段階

　操業や日常利用段階

　事業の終了・廃業段階
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２　環境配慮指針

　　構想・計画地選定段階

　　①　自然環境の保全に係る配慮

　　　ア　水循環・水環境への配慮

　　　　源流域や水道水源、名水などの湧水、湿原、滝、渓谷、池沼などの良好な自然環境とその

周辺での開発はできるだけ避ける。

　　　　河川、海域及びその周辺の水環境が有する水質浄化機能や植生、野生動植物の生息・生育

環境の保全に配慮する。

　　　　湖沼、池、湾などの閉鎖性水域の後背流域における水質の汚濁負荷を増大させるような大

規模な自然改変や開発を行う場合は、水域への影響に十分配慮する。

　　　　水辺空間や散策路など、住民が水辺環境とふれあえる場所の確保や創出に努める。

　　　イ　緑地・森林・自然景観等への配慮

　　　　自然環境保全地域、緑地保全地域、自然公園での事業の実施に当たっては、関係法令を遵

守し、優れた自然環境や自然景観の保全に十分配慮する。

　　　　保安林指定区域での事業計画は避けるとともに、保安林以外の地域森林計画の対象になっ

ている森林や樹木の伐採は、法令を遵守し、地形改変などは必要最小限にとどめるように

する。

　　　　地すべり防止区域や国の補助事業により森林整備を実施した区域での事業計画は避ける。

　　　　原生的な森林や自然植生、特定植物群落などの良好な自然環境や希少な植生の生育地及び

その周辺地での開発はできるだけ避ける。

　　　　地域の自然環境を良好な状態で維持・形成している森林や樹林などの緑地の保全に努め

る。

　　　　森林や樹林等が有する水源涵
かん

養機能などの多面的機能の保全と向上に努める。

　　　　防風林及び屋敷林などの森林や樹林地が有する防災や気候緩和機能の保全に努め、機能増

進の観点から連続した緩衝緑地帯の創造に配慮する。

　　　　事業計画地内の自然林や自然植生、希少な植物群落の保全に配慮するとともに、残存緑地

や公園などとして適切に保全し、森林や樹林地は混交林※１、複層林化に努める。

　　　　湿地や水辺、森林、草原、海浜などを野生動植物の生息・生育環境と一体的に保全するよ

うに努める。

　　　　道路や大規模施設などの整備に当たっては、連続する樹林地や緑地などの自然環境の分断

防止などに配慮する。

　　　　特異な地形や地質、自然現象などの自然景観資源については、地域らしさを構成する環境

資源として保全し、適切な活用に努めるとともに、その周辺地での開発はできるだけ避け

る。

　　　　観光レクリエーション開発などの面的開発事業の実施に当たっては、林地内での転圧や踏

圧などによる雨水等の不浸透化、下草や落葉・落枝の除去などによる生物の生息・生育環

境への影響が生じないようにする。

※１　混交林…広葉樹と針葉樹など、性質の異なる２種類以上の樹種から構成される森林です。様々な樹種で構成されること

から、そこに棲む生物も多様性に富んでいます。…
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　　　　計画地内に良好な自然景観がある場所では、残存緑地や公園などとして保全や活用に努

め、地域住民への開放などにも配慮する。

　　　　優れた自然景観の眺望の阻害や眺望施設などからの自然景観への影響が生じないよう十分

配慮する。

　　　ウ　身近な自然環境への配慮

　　　　里山などの樹林地や緑地の保全に配慮し、市街地や居住空間、観光レクリエーションの場

に近い斜面緑地の保全や眺望の確保などに努める。

　　　　里山など日常生活にかかわりのある農林地や水辺における希少な野生動植物の生息・生育

地、繁殖地の保全に配慮する。

　　　　希少な野生動植物の生息・生育地及び繁殖地周辺での大規模開発や自然改変は避け、身近

に自然とふれあえる場として活用できるように努める。

　　　　農林産物の生産や水源涵
かん

養、景観保全、小動物の生息地など、里地里山が有している多面

的機能の保全に努める。

　　　　小動物などの生息の場となっている里地里山の農林地や小川、用水路、河川・河川敷、水

田の畦畔などの自然的環境との連続性に配慮する。

　　　　地域の人々に親しまれている水辺やなぎさなど、身近な自然空間の保全と創出に努める。

　　　エ　野生動植物への配慮

　　　　鳥獣保護区内での事業の実施に当たっては、法令等を遵守し、野生動植物の生息・生育環

境の適切な保全と向上に努める。

　　　　事業計画地の選定に当たっては、希少な野生動植物の生息・生育地及びその周辺地域での

開発はできるだけ避ける。

　　　　野生動植物の生息・生育地となっている流域や水域単位での水環境の保全に配慮する。

　　　　野生動植物の生息・生育地や繁殖地などに流入する水域における自然改変や事業の実施は

できるだけ避け、水環境や表土、植生などを一体とした自然環境の保全に配慮する。

　　　　野生動植物の生息・生育環境を分断する森林や草原、湿原、水辺の植生などの開発はでき

るだけ避ける。

　　　　道路などの交通施設の整備に当たっては、希少野生動植物の生息・生育地の迂回や野生動

物の移動空間の分断防止などに配慮する。

　　　　生物の生息・繁殖や連続した移動環境の場となる河川、湖沼、池、湿地などの自然環境の

保全に配慮する。

　　　　自然海岸や海浜、干潟・藻場、沿岸等の淡水と海水が混じり合う汽水域などでの自然環境

や野生動植物の生息・生育環境の保全に努める。

　　　　事業の実施に伴う潮流の変化など、地域の環境や海域の生態系への影響の防止に十分配慮

する。

…

　　　オ　温泉への配慮

　　　　過剰揚湯による温泉資源の枯渇やゆう出量の減少など、周辺の源泉及び自然環境への影響

防止に努める。

　　　　温泉排水による河川や水辺などの水質汚濁等の防止に努める。
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　　　　温泉施設等からの眺望の保全に配慮する。

　　　　観光・保養施設である温泉地とその周辺の自然環境及び景観への影響の防止に努める。

　　②　大気環境及び水環境等の生活環境の保全に係る配慮

　　　ア　大気環境への配慮

　　　　廃熱や粉じん、排ガスなどを大量に発生したり、有害化学物質を使用するような事業の実

施はできるだけ避ける。

　　　　盆地など大気の流れが滞りやすい地域では、廃熱や粉じん、排ガスなどが大量に発生する

事業の実施はできるだけ避ける。

　　　　道路などの整備に当たっては、自動車の排ガスによる生活環境への影響が生じないよう十

分に配慮する。

　　　　住宅地や教育・文化施設、福祉・厚生・医療施設の周辺における悪臭の発生源となる事業

の実施はできるだけ避ける。

　　　　悪臭が発生する事業を実施する場合は、防臭設備の設置や悪臭が発生しない加工工程の採

用など適切な対策に努める。

　　　　物資の大量輸送や自動車交通量の増大などを伴う事業の実施に当たっては、交通渋滞の発

生しやすい地域や住宅地等への車両の乗り入れ・通過等の抑制に努め、通勤者の公共交通

機関利用や大量輸送手段の活用、輸送時間調整などに配慮する。

　　　　開発事業等の内容が窒素酸化物などの大気汚染物質を排出するものである場合には、その

排出抑制に努め、周辺の自然環境や生活環境などへの影響が生じないように配慮する。

　　　イ　水環境への配慮

　　　　水源の上流域において有害物質などの使用や貯留を伴う事業の実施は避ける。

　　　　有害物質の地下浸透や流出を防止する十分な安全対策を講じる。

　　　　土地の改変に伴う土砂流出の防止並びに施設からの排水及び雨水排水の水質浄化対策に努

める。

　　　ウ　騒音・振動の防止に係る配慮

　　　　住宅や工業用地の混在化の抑制など、騒音・振動公害の未然防止に努める。

　　　　住宅地や教育・文化施設、福祉・厚生・医療施設、交通量の多い道路沿線の周辺では、騒

音や振動などを発生する事業の実施をできるだけ避ける。

　　　　道路等の交通施設のルートの選定等に当たっては、騒音・振動などの交通公害の未然防止

や交通安全対策の推進に配慮する。

　　　　物資の大量輸送や自動車交通量の増大などを伴う事業の実施に当たっては、交通渋滞の発

生しやすい地域や住宅地等への車両の乗り入れ・通過等の抑制に努め、通勤者の公共交通

機関利用や大量輸送手段の活用、輸送時間調整などに配慮する。

　　　エ　地盤環境への配慮

　　　　地盤が軟弱な地域では、大量の地下水の揚水を伴う事業はできるだけ避ける。

　　　　地盤が軟弱な地域では、荷重が大きい構造物の設置や大規模な盛土を伴う事業の実施をで

きるだけ避け、十分な地盤沈下防止対策に努める。
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　　③　資源循環や廃棄物の適正処理に係る配慮

　　　　開発事業等に伴って発生が見込まれる廃棄物の性状を踏まえ、発生抑制、減量化、再使用

及び再生利用などに努める。

　　　　開発事業等に伴って発生した廃棄物の処理を委託する場合は、周辺の廃棄物処理業者の状

況などを適切に把握し、再生利用を行う処理業者への委託に努める。

　　　　構想の策定段階から、事業の実施に伴って発生する廃棄物の処理に必要な費用負担を見込

むなど、事業の実施後における廃棄物の適正処理の確保に努める。

　　④　快適環境への配慮

　　　ア　身近にふれあえる緑や水辺の保全と創造に係る配慮

　　　　野生動植物の生息・生育地などは、その生息・生育に影響を及ぼさないよう、緑地や公

園、身近な自然環境とのふれあいの場として適切に活用できるように配慮する。

　　　　湧水や清流、巨樹・巨木林、自然海岸など、地域の自然環境を形成している水辺や地形、

植生などの保全に努める。

　　　　河川やせせらぎ、水路、池などの水辺の植生や樹林、樹木等の保全と適切な活用に配慮す

る。

　　　　屋敷林や防風林、並木、生け垣などの身近にある緑資源が有する気象緩和や防災、景観保

全などの多面的機能の保全と向上に努める。

　　　　事業計画地内や周辺地の緑化により、連続する生物の移動環境や生息・生育地、繁殖地の

確保と創出に努める。

　　　　農林地の有する環境浄化や公害緩和機能などの保全と活用に配慮し、農林地の集団性が確

保されるよう努める。

　　　　水辺空間や散策路など、住民が水辺環境とふれあえる場所の確保や創出に努める。

　　　イ　良好な景観への配慮

　　　　湧水、清流、巨樹・巨木林、自然海岸、史跡・名勝、天然記念物、歴史的建造物など、地

域の特徴的な景観を形成している自然環境や歴史的・文化的環境の保全に努める。

　　　　主要道路等の沿線からの眺望の確保や農林地などの緑地景観の保全に配慮する。

　　　　地域の景観形成に関する協定などに配慮した事業の推進に努める。

　　　ウ　歴史的・文化的遺産への配慮

　　　　文化財などの歴史的・文化的遺産やその周辺に影響を与えないよう適切な土地利用に努め

る。

　　　　道路などの整備に当たっては、車両の排ガスや騒音、振動などによって、文化財等に影響

を与えないよう適切なルート選定や緩衝緑地などの確保に努める。

　　　　史跡・名勝や天然記念物、歴史的建造物、町並みなどの眺望の確保と周辺地の景観の保全

に配慮する。

　　　　歴史的・文化的遺産の周辺地域での建築物や建造物の設置に当たっては、これらの遺産の

視界的妨げや連続性の分断などの防止に努める。

　　　　祭り、行事、民俗芸能等の実施場所や街道周辺での開発や整備に当たっては、祭りなどの

実施やその雰囲気などに影響を与えないような空間の確保・提供と建築物等のデザインな
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どに配慮する。

　　　　歴史的・文化的遺産と一体的に地域の環境を形成している水辺や地形、植生などの自然環

境の保全と適切な活用に配慮する。

　　　　埋蔵文化財は可能な限り現状で保存することが望ましいものであり、周知の埋蔵文化財包

蔵地※２内で開発事業を計画するに当たっては、法令等を遵守し、その適切な保存に努め

る。

　　⑤　地球環境への配慮

　　　　開発事業等の内容が大量のエネルギー消費を伴うものである場合には、太陽光（熱）、風

力、バイオマスなどの再生可能エネルギーやコージェネレーションシステムなどの導入・

活用に努める。

　　　　開発事業等の内容が大量の廃熱や温排水などを伴うものである場合には、周辺地域の施設

の熱源や温水などとして有効利用できるように努める。

※２　周知の埋蔵文化財包蔵地…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。

…
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　　土地の改変などの敷地整備や建築・建設段階

　　①　土地・植生の改変（造成、敷地整備）段階での環境配慮

　　　ア　農林地等の緑地や植生の改変に係る環境配慮

　　　　改変計画地内に生育する希少種や貴重種、巨樹・巨木林、自然植生、湿原、景観木・花木

などを良好な環境資源としてとらえ、その保全に努めるとともに、改変せざるを得ない場

合には、改変区域外の生育適地に移植するなど希少種等の保存に努める。

　　　　残存緑地や樹木・樹林などの周縁の植生の保全と確保に配慮する。

　　　　農林地等の緑地や植生の改変に当たっては、緑地や植生が持つ水源涵
かん

養、表土保全、災害

防止などの多面的機能の保全に努めるとともに、適切な植栽や緑化などの代替措置に努め

る。

　　　　間伐などによって発生した林地残材については、有効利用や計画地内緑地などにおける小

動物の生息場所への活用などに努める。

　　　　冬期や豪雨・長雨の時期には、表土保全や表土流出防止などの観点から、大規模な樹木の

伐採や地表植物の改変などをできるだけ避ける。

　　　　人工林の伐採に当たっては、水源涵
かん

養や表土保全、大気浄化などの多面的機能の維持・増

進に配慮するとともに、生物の生息・生育環境の確保等の観点から特に必要な場所につい

ては落葉広葉樹林等の育成など、混交林、複層林化に努める。

　　　イ　地形や地盤の改変に係る環境配慮

　　　　地形の改変に当たっては、自然地形を生かすように工夫し、できるだけ改変規模を低減す

るよう努めるとともに、地形が果たしてきた水資源保全、気候調節、景観形成などの役割

に配慮し、それらに対する影響の低減に努める。

　　　　地形の改変に当たっては、表土の一時貯留と保育、計画地内での公園や緑地などの植栽空

間への活用など、表土の保全と活用に努める。

　　　　表土の露出放置による土ぼこりなどの影響をできるだけ低減するよう努める。

　　　　地形の改変に伴う土砂流出による河川や湖沼、海等の水質汚濁の防止や適切な沈砂池や緑

地などの緩衝地の確保、地表面の露出放置の防止のための早期の植栽や緑化対策などに努

める。

　　　　表土の流出防止や土砂災害防止のため、雪解け時期や豪雨・長雨の時期における地形改変

や表土の露出放置などはできるだけ避ける。

　　　　埋蔵文化財包蔵地である場合は、その土地の保護・保全に配慮する。

　　　　野外レクリエーション施設の整備、農地や草地開発等の実施に当たっては、できるだけ自

然地形を活用した利用計画とし、地域の自然環境や自然景観の保全に配慮する。

　　　　流通団地や工業団地、大規模ニュータウン等の大規模造成工事の実施に当たっては、小区

画ごとに順次実施し、造成地の安定と緑地や植栽の育成に努める。

　　　　造成などにより、大規模な法面や擁壁が生じないように十分配慮するとともに、多自然型

工法などに努める。

　　　　地盤や岩盤の掘削などを行う場合には、地下水脈の分断に十分配慮し、湧水や地下水の保

全に努める。

　　　　地盤の掘削、軟弱地盤地での地盤安定化のための地下水の排水や地盤凝固剤の注入などを

行う場合には、周辺地域での地盤沈下や地下水汚染などの防止に配慮する。
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　　　　盛土や土砂の埋立てを行う場合には、搬入する土砂の性状などに十分配慮し、有害物質な

どが含まれる土砂等の使用を避けるとともに、周辺土壌や地下水の汚染防止に努める。

　　　ウ　水系や水辺の改変に係る環境配慮

　　　　尾根筋などの分水界※３や源流域の改変はできるだけ避け、改変する場合でも、極力自然

地形を生かすように配慮する。

　　　　河道※４の変更や新水路の設置を行う場合には、下流での流況や自然環境への影響に配慮

する。

　　　　地域の水循環を保全するため、河道からの地下浸透機能や伏流水の確保及び保全に適切に

配慮した護岸や河床の整備に努める。

　　　　伏流水等の流動や自然排水など自然状態での水循環の保全や用水の確保等に努める。

　　　　道路等の整備に当たっては、トンネル化やオープンカット※５などに伴う伏流水や地下水

の流路の分断を防止し保全に努める。

　　　　水辺の自然環境の分断防止に努め、連続性の確保と創出に配慮する。

　　　　水辺の自然環境や緑地の保全、流水や落水の有する水質浄化機能などの保全及び向上に努

める。

　　　　瀬や淵、落水、河川敷など、多様な河川環境を持つ水環境の再生や創出に努め、魚類など

の水生生物の生息・生育環境の保全と創造に努める。

　　　　堰や堤防、落差工などの設置により河川流路を遮断する場合は、魚類などの水生生物の遡

上や移動を妨げないよう魚道の設置などに努める。

　　　　地域の自然や河川環境に適した多自然川づくりなどにより、身近に自然とふれあえる場の

確保に努めるとともに、橋梁などの設置に当たっては、地域の景観に配慮する。

　　　　ダムなどの大規模な水面を形成する場合には、流量や水質、河川の水温や周辺気温の変

化、土砂の流出など、地域の自然環境への影響に配慮する。

　　　　水位の変動に伴う湖岸の侵食、表土の露出など、生態系や自然景観への影響に配慮する。

　　　　多様な湖岸環境の保全と創出、中州や浮島などの造成により、水辺の自然環境の向上や水

質浄化などに努める。

　　　　埋立てなどの水面開発や養殖施設の設置などを行う場合は、水質汚濁の防止に配慮し、地

域の良好な水辺景観の保全に配慮する。

　　　　大規模施設などの建築に当たっては、水辺からの景観に十分配慮した建築物の配置やデザ

インなどの工夫に努める。

※３　分水界…異なる水系の境界線のことです。

※４　河道…河川の水が常に流れている部分のことです。

※５　オープンカット…地表面から直接掘削する工法のことです。
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　　　エ　海域の改変に係る環境配慮

　　　　海岸などの護岸整備を行う場合は、沿岸域の自然環境の分断防止に努め、多自然型工法等

の活用により自然の連続性や親水性の確保に努める。

　　　　埋立てや干拓、堤防の設置やしゅんせつなどによる土砂や底質の自然環境への流出、潮流

の変化による沿岸の侵食や堆砂作用の変化など、海象※６条件の変化による海域生態系や

水質への影響の防止に努める。

　　　　海岸線の変更、防波堤や消波ブロックなどの設置に当たっては、海岸景観の保全と周辺の

地域景観との調和に配慮する。

　　　オ　建設機械の稼働に係る環境配慮

　　　　重機の使用に伴う排ガスや騒音・振動による周辺の生活環境や野生動物の生息環境に及ぼ

す影響を防止するよう努める。

　　　　低騒音・低振動型の建設機械の活用、稼働時期の平準化、遮音壁などの設置、野生動物の

繁殖時期における重機の使用抑制などに努める。

　　　　重機による地形改変に当たっては、適切な散水などにより土ぼこりの発生防止に努める。

　　　カ　土砂等の搬出・搬入に係る環境配慮

　　　　土地の改変に当たっては、土砂の地域外への搬出入の抑制に努める。

　　　　表土や植物を他地域へ搬出する場合は、搬出地での生態系への影響に十分配慮する。

　　　　搬入する土砂などに含まれる土壌汚染物質の有無を確認するなど、改変地域及び周辺地域

の土壌や地下水への影響の防止に努める。

　　　キ　廃棄物処理等への配慮

　　　　地形改変等に伴って発生する抜根などは適正に処理する。

　　　　建築物等の解体に伴う建設廃材などはできるだけリサイクルに努め、リサイクルできない

廃棄物は適正に処理する。

※６　海象…強風、潮流など海洋における自然現象の総称です。　　…

…
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　　②　建造物等の設置、建築・建設段階での環境配慮

　　　ア　道路（車道、歩道）、雨水排水路の設置に係る環境配慮

　　　　野生動物の繁殖地や生息地の移動空間の分断を避けるように配慮し、適切な生物移動空間

の確保と創出に努める。

　　　　野生動物のれき死の防止のため、その横断環境の創出などに努める。

　　　　側溝や排水路に落ちた野生動物がはい上がれるような側壁の工夫に努める。

　　　　道路等の整備に当たっては、大気汚染物質が滞留しやすい地域などにおける自動車の通過

や交通渋滞などに伴う排ガスによる影響の防止と、緩和や浄化のための緑地帯の確保に努

める。

　　　　道路などの整備に当たっては、高盛土や高架等による景観の分断や大規模法面の形成に配

慮し、適切な緑化などによる景観の保全に努める。

　　　　道路などの整備に当たっては、沿道における景観資源や眺望地点、水辺や海浜等への進入

空間の確保に努めるとともに、電線類の地中化や適切な緑化など良好な景観の形成に努め

る。

　　　　道路などの整備に当たっては、夜間等における光害の防止、照り返しなどの防止に配慮し

た街路樹の設置や沿道の樹木、緑地の保全などに努める。

　　　　高架道路などの整備に当たっては、日照障害や電波障害などの防止に努める。

　　　イ　基礎や地下建造物の建設に係る環境配慮

　　　　基礎や地下建造物の建設等に当たっては、計画地及び周辺の地盤条件を十分に調査し、水

道、電気、ガス等のライフラインの損壊の未然防止に努める。

　　　　大規模な基礎や地下空間利用などの地下建造物の建設に当たっては、地下帯水層の分断や

地下水排水などによる周辺地域の地下水位の低下の防止に努める。

　　　　地下空間の建設やその利用に当たっては、浸水や地盤の陥没などの防止、避難経路の確保

などに努める。

　　　　ライフラインを地下に埋設する場合は、地盤の振動や沈下、液状化等に伴うラインの分断

の未然防止に努める。

　　　ウ　低層建築物の建設に係る環境配慮

　　　　建築物周辺において、まとまりのある連続した緑地の確保など、敷地の緑化や屋上緑化な

どに配慮し、野鳥や昆虫など身近な生物の生息・生育や移動環境の創出に配慮する。

　　　　主要道路等の沿線で建築物を建設する場合は、眺望景観の確保に努める。

　　　　地域の景観を形成する環境資源が計画地内や計画地に隣接して分布する場合は、施設や建

築物の配置、建物のデザイン等を工夫し、周辺地からの眺望の確保、建造物等による視覚

的遮へい防止に努める。

　　　　都市部において、高密度な低層建築物を建設する場合は、建造物やアスファルト舗装、表

土の転圧等による地表面の雨水等の不浸透化を防止し、地下浸透対策を講じるなど地下水

の涵
かん

養機能の維持や向上に配慮する。

　　　　宅地開発など低層建築物群を建設する場合は、宅地内や住宅間にまとまりのある連続した

緑地の創出などにより快適な居住空間の確保に努める。
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　　　　地盤が軟弱な場所では、盛土や建築物の荷重などによる地盤沈下への影響について十分配

慮する。

　　　エ　高層建築物・大規模施設等の建設に係る環境配慮

　　　　計画地内や周辺地の緑地保全や緑化、食餌植物※７の植栽などに配慮し、生物の生息・生

育や移動環境の確保、誘導など、野鳥や昆虫などの身近な生物とのふれあいの場の確保と

創出に努める。

　　　　地下水涵
かん

養域での建設に当たっては、建造物や舗装等による地表面の雨水等の不浸透化防

止に十分配慮し、建築物周辺での適切な雨水等の地下浸透緑地の確保などに努める。

　　　　高層建築物の建設に伴い確保されるオープンスペース等については、周辺地域と一体と

なった自然環境の保全と緑化などに努め、緑地の地域住民への開放や地域の自然環境の向

上に配慮する。

　　　　主要道路等の沿線での大規模な建造物の建設による眺望景観の遮へい防止に努める。

　　　　地域の景観を形成する自然環境資源が計画地内や計画地に隣接している場合、周辺地から

の眺望の確保に努め、建造物などによる視覚的遮へい防止に配慮するとともに、文化財な

どの歴史的・文化的資源からの眺望景観の保全に配慮する。

　　　　高層建築物や大規模施設などの建設に伴って発生する、いわゆるビル風の防止や地域の良

好な風道などの保全に努める。

　　　　高層建築物等の建設に伴う日照障害や電波障害などの防止に努める。

　　　　地盤が軟弱な場所では、盛土や建築物の荷重などによる地盤沈下への影響について十分配

慮する。

　　　オ　高架構造物の建設に係る環境配慮

　　　　送電線や鉄塔などの高架建造物を建設する場合は、地域の地盤・気象などの自然環境や景

観について十分な調査を行い、自然環境の保全や災害防止に配慮したルートの選定に努め

るとともに、周辺地域における日照障害や電波障害などの防止に努める。

　　　　橋梁などを建設する場合は、周辺の景観に配慮するとともに、基礎の設置等に伴う水辺環

境や自然環境の保全に努める。

　　　カ　海底・海中建造物の設置や建設に係る環境配慮

　　　　海底や海中建造物の建設に当たっては、海流等への影響、底質のかくはんなどによる水質

汚濁や海洋生態系への影響に十分配慮し、海域環境の保全に努める。

　　　　海底地盤が軟弱な場所での荷重が大きい建造物の設置や土砂の埋立て等に当たっては、地

盤沈下などによる影響について配慮する。

※７　食餌植物…鳥や昆虫などが餌として食べる花や葉、果実などの植物のことです。

…
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　　操業や日常利用段階

　　①　交通量の増大に係る環境配慮

　　　　交通量の増大による交通渋滞の防止や交通公害の低減、交通安全対策に努める。

　　　　沿道の緑化や緑地帯の創出、ゆとりある横断施設などの確保に努める。

　　　　生活道路と通過用道路との分離などによって宅地内の道路等における通過交通を抑制・調

整し、通過交通用道路の沿道における緑化や緑地帯の確保に努めるなど、快適な居住環境

の確保や交通安全対策の充実に配慮する。

　　　　敷地内への通過交通の乗り入れ制限や速度制限をはじめ、通過交通用道路や沿道の緑地帯

の確保など、交通公害の緩和に配慮する。

　　　　施設内における自転車利用など、交通手段による環境負荷の軽減に努める。

　　　　従業員の自家用車通勤の自粛や公共交通機関の活用など、交通渋滞や自動車等による環境

汚染の軽減に努める。

　　②　大規模駐車場等に係る環境配慮

　　　　適切な進出入路の確保などにより駐車場への出入口で交通渋滞が生じないよう配慮する。

また、駐車待機道の確保、駐車施設案内掲示板の設置などに努める。

　　　　駐車場周辺や駐車場内の緑化や植栽に努め、景観の保全や駐車車両による環境影響の緩和

などに配慮する。

　　③　雨水や地表水の貯水や排水に係る環境配慮

　　　　ダムや貯水池などの管理に当たっては、水位の変化に伴う湖岸の侵食等の防止に配慮し、

適切な緑化や水辺景観、自然環境の保全と育成に努める。

　　　　ダムなどの後背流域における森林の保全や人工林の混交林、複層林化などにより、水源涵
かん

養機能の維持増進、土砂等の流出防止や堆砂の軽減に努める。

　　　　雨水の流出調整池の管理に当たっては、護岸等の多自然化や水辺の緑化を図り、生物の生

息・生育環境の確保に配慮するとともに、適切な水量調整などにより、河川の適正水量の

維持や水質の浄化などに努める。

　　　　湖沼や池などの閉鎖性水域に雨水や地表水を直接排水する場合は、事業地内からの環境汚

染物質の流出などによる水質汚濁や富栄養化の防止に努める。

　　　　農地開発等に伴う排水路の管理に当たっては、河川・湖沼などに農薬や肥料等を含む排水

が直接流入しないように沈泥や浄化の機能を有した池を確保するなど、水質の浄化に努め

る。

　　④　水資源利用に係る環境配慮

　　　　水資源の有効利用や節水など水資源の保全に配慮し、施設等における水の再利用や雨水利

用など、水の循環利用が可能となるようなシステムの導入に努める。

　　　　地下水の揚水を行う場合は、周辺地域での地下水位の低下や地盤沈下等の防止に十分配慮

する。…
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　　⑤　産業排水に係る環境配慮

　　　　産業排水は適正に処理するとともに、循環利用による排水量の低減や高度処理による汚濁

負荷量の低減などに努める。

　　　　環境汚染物質等の漏洩や流出を防止し、適正に管理するとともに、地下水涵
かん

養域や水道水

源上流域などにおける環境汚染物質等の発生や利用を伴う事業の実施はできるだけ避け

る。

　　⑥　肥料や飼料、農薬などに係る環境配慮

　　　　肥料や飼料、農薬などの使用に当たっては、生態系への影響や地下水汚染、水質汚濁など

の防止に努める。

　　　　養殖場等で給餌を行う場合は、湖沼などの閉鎖性水域における水質汚濁の防止や生態系の

保全に配慮し、適切な給餌に努める。ただし、陸奥湾においては湾口部のごく一部を除い

て給餌養殖を行わないこととしている。

　　　　ゴルフ場等において芝生の管理などを行う場合は、農薬の適正使用に努めるとともに、公

共用水域への影響が生じないよう配慮する。

　　　　居住地や野生動植物の生息・生育環境周辺における農薬の使用はできるだけ控えるととも

に、やむを得ず使用する場合は影響が生じないよう配慮する。

　　⑦　大気汚染物質や粉じんの発生に係る環境配慮

　　　　燃料の燃焼などに伴う大気汚染物質の発生を極力抑制する施設や設備の導入に努めるとと

もに、環境負荷を低減する燃原料への転換や製造工程の改良など地域の大気環境の向上に

配慮する。

　　　　大気汚染物質の発生を伴う施設では、周辺の緑化対策や緩衝緑地の育成と管理などに努

め、大気環境の向上に配慮する。

　　　　敷地や施設周辺での表土の露出放置や粉じんを発生する物質の放置を避け、貯留施設の整

備などにより、粉じんの飛散の防止に努める。

　　⑧　廃熱に係る環境配慮

　　　　施設やその周辺の緑化などに努め、廃熱の大気への拡散防止に配慮するとともに、ヒート

アイランド化の防止に努める。

　　　　大量の廃熱を発生する施設を有する事業を実施する場合は、廃熱の有効利用や周辺住宅・

社会施設等の冷暖房、温水プール、施設園芸等の農業利用への活用などに配慮する。

　　⑨　騒音・振動、悪臭等の発生に係る環境配慮

　　　　防音・防振機器の導入の他、防音・防振の新たな技術の開発や研究などにより、施設の操

業等における騒音・振動の発生の防止に努める。

　　　　製造・加工工程の改良や施設の密閉化、脱臭設備の設置・改善などにより、悪臭の発生防

止に努める。

　　　　緩衝緑地帯の確保や創出により、騒音・振動、悪臭などによる周辺地への影響の緩和に努

める。

…
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　　⑩　環境汚染物質の発生・貯蔵等に係る環境配慮

　　　　環境汚染物質の発生や貯蔵などを伴う施設・設備の操業に当たっては、汚染物質の大気、

河川、地下水、海域、土壌、農地及び生物の生息・生育地などへの流出や漏洩を防止し、

適正に汚染物質を管理する。

　　　　危険物質の貯蔵や輸送に当たっては、爆発や漏洩などを防止し、貯蔵施設周辺では、災害

の未然防止などの観点から十分な緑地やオープンスペースの確保と創出に努める。

　　⑪　廃棄物の発生に係る環境配慮

　　　　廃棄物の発生の少ない原料等の使用に努める。

　　　　廃棄物の減量化、資源化やリサイクル等の積極的な推進に努める。

　　　　廃棄物の保管、運搬、処分等の管理を徹底し、漏洩や流出、不法投棄などを防止する。

　　　　過剰包装の抑制などに努める。

　　　　製品等の長寿命化を図るとともに、使用後の資源化や廃棄物となった場合の処理の容易性

などに配慮した製品の開発に努める。

…
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　事業の終了・廃業段階

　　①　施設の操業停止や廃業に伴う環境保全に係る配慮

　　　ア　環境汚染の未然防止

　　　　危険物や有害物質、廃棄物などの適正な処理に万全を期する。

　　　　操業時から危険物や有害物質などの保管等の状況を把握し、廃業や操業停止後において継

続的な維持管理や監視、速やかな対応ができるよう適切な体制の整備に努める。

　　　　有害物質を使用している施設を廃止した場合には、その土地及び周辺の土壌調査を行うな

ど、土壌汚染の未然防止に努める。

　　　イ　廃業施設等の安全管理

　　　　危険物や有害物質などの長期間の保管等は避けるとともに、それらの保管状況の確認や土

壌汚染、地下水汚染等の定期的なモニタリングに努め、環境汚染が判明した場合は速やか

に改善策を講じる。

　　　　老朽施設や建造物等の早期解体・処分など安全対策に配慮する。

　　　　施設と一体となって整備された植栽帯や調整池、護岸等の環境保全施設や防災施設などの

適正な維持管理に努める。

　　　ウ　その他

　　　　廃業施設などの長期にわたる放置は避け、適切な周辺緑化や植栽により地域景観の保全に

努める。

　　　　ごみの散乱や不法投棄の防止、ハエ、ゴキブリなどの衛生害虫の発生防止に努める。

　　　　排水処理施設の適切な維持管理に努める。

　　　　周辺地域の環境を考慮した適切な跡地利用がなされるよう配慮する。

　　　　自然地域における事業終了後の跡地整備は、その土地及び周辺における野生動植物の生

息・生育環境などの自然環境の復元に努め、環境保全機能の向上に配慮する。

　　②　建築物等施設の解体に伴う環境保全に係る配慮

　　　　施設や建築物を解体する場合は、コンクリートや鉄骨・鉄筋、木材、建材などの建設廃棄

物を分別し、再利用や有効利用に努めるとともに、適正に処理する。

　　　　アスベストなどの有害物質の飛散・流出の防止及び適正処理に万全の措置を講ずる。ＰＣ

Ｂ廃棄物については、特別管理産業廃棄物として、法令等を遵守し、適正に保管及び報告

を行い、適正に処理する。

　　　　施設等の解体に伴う建設廃棄物の搬出などに伴う交通量の増大、交通渋滞などによる交通

公害防止や交通安全対策に努める。

　　　　危険物や有害物質の貯留施設、埋設施設等の解体に当たっては、周辺地域への影響の未然

防止や適正な災害の発生防止対策を実施する。
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　　③　埋立て・造成等の事業終了に伴う環境保全に係る配慮

　　　ア　環境汚染の未然防止

　　　　埋立てに使用した土砂等の性状や量、場所（位置）などを記録・保存するように努める。

　　　　事業が終了した土地の環境モニタリングに努めるとともに、汚染の拡大防止や速やかな措

置を適切に講じる体制を整備する。

　　　　植栽や緑化など表土の被覆により土砂の流出や粉じんの発生等の防止に努める。

　　　イ　事業終了後の安全管理

　　　　大気、河川、海域、地下水、土壌及び農地などへの環境汚染物質の流出防止に万全の措置

を講じる。

　　　　環境モニタリングにより、環境汚染の早期発見と適切な措置に努める。

　　　　土砂災害などに対する継続的な安全点検や災害防止対策に努める。

　　　　埋立てや造成により形成された斜面（法面）の適切な維持管理に努める。

　　　　採石や道路掘削整備などの事業終了後における斜面崩壊や落石等の監視を行い、災害の未

然防止に努める。

　　　　埋立地や地盤の掘削地等における地盤の不等沈下※８や圧密沈下※９などの継続的な監視に

努める。

　　　　事業終了後の土地や施設等に対する立入防止対策に努める。

　　　ウ　その他

　　　　主要道路等の沿線や眺望点などからの景観保全に配慮し、適切な周辺緑化や植栽により地

域景観や自然景観の保全に努める。

　　　　周辺地域の環境を考慮した適切な跡地利用に配慮する。

　　　　自然地域における事業終了後の跡地整備を行う場合は、野生動植物の生息・生育環境など

の自然環境の復元に努め、環境保全機能の向上に配慮する。

※８　不等沈下…建築物などが建っている場所の地盤の一部が沈下したり、沈下の程度が均等でない地盤沈下の現象のことで

す。不等沈下が進むと、建物が傾き、外壁などの亀裂、ドアや窓の枠にすき間が生じ、ひどい場合には、日常生活に支障

が生じることもあります。

※９　圧密沈下…地盤を構成する土には、すき間があり、その部分には空気や水が存在していますが、建築物などの荷重に

よって、粘土性の地中のすき間にある空気や水が減少し、地盤が沈下する現象のことです。





１　計画の推進体制

２　計画の進行管理

第６章　計画の推進
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１　計画の推進体制
　　この計画は、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、本県の良好な環境を保全し創造することによって、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ものです。

　　このため、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

整備していく必要があります。

　　各主体の役割

　　本県の良好な環境を保全し創造することによって、自然との共生、低炭素・循環による持続可能

な地域社会をつくっていくためには、施策を推進する行政はもちろんのこと、県民、事業者、環境

保全団体などのあらゆる主体が自らの役割を認識し、適切な役割分担の下で連携・協働しながら、

日常的・継続的に環境配慮や環境保全活動に取り組んでいく必要があります。

　　計画の普及

　　この計画については、概要版を作成するとともに、県の環境ホームページ「エコ・ナビ・あおも

り」に掲載するなど、広く計画内容の普及を図り、県民一人ひとりが地域の環境づくりについて考

え、環境保全行動を実践していくための理解と協力を求めます。

　　また、県自らが事業者及び消費者として他の主体の模範となるよう環境にやさしい製品・サービ

スの購入や消費など環境の保全に関する行動に率先して取り組んでいきます。

　　全庁的な調整・連携

　　この計画が目指す「自然との共生、低炭素・循環による持続可能な地域社会」を実現するために

は、関係部局等の密接な連携並びに施策の調整を図り、関連する施策を総合的かつ計画的に推進す

ることが必要です。

　　このため、環境問題についての総合的な対策を推進する観点から、全庁的に各種施策や事業の調

整・連携を図るとともに、計画の進行管理を適切に行います。

　　環境行政を担う職員の育成

　　環境行政を担当する県職員が、環境問題に対する認識を持ち、体系的な知識や最新の技術などを

習得することによって、環境問題に適切に対応することができるよう、各種研修への派遣などを実

施し、職員の能力開発と資質の向上を図ります。

第６章　計画の推進
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　　国及び地方公共団体との連携・協力

　　今日の環境問題は、地球温暖化対策や野生動植物の保護・管理など、その要因や影響が広範囲に

及ぶものが多くなっており、国や近隣道県等との緊密な連携を図ることが重要となっています。

　　このため、国等の施策との整合性を図りながら取組を推進するとともに、広域的な視点から、同

じ環境問題を抱える近隣道県などと県域を越えて連携した取組を推進します。

　　また、市町村は、地域の環境の特性を熟知し、県民に最も身近な環境保全施策を展開することが

できる地方公共団体であることから、市町村との連絡協議の場を通じた意見交換などにより、連

携・協力の強化を図ります。

　　県民の意見の反映

　　この計画の実効性を高めるためには、県民、事業者、環境保全団体、市町村等の理解と協力が必

要であり、また、県民の参加による環境の保全及び創造に関する活動を推進していくためにも、県

民の意見を把握し、その意見や提言などを踏まえながら事業や取組を進めていくことが重要です。

　　このため、青森県環境審議会などの意見を聴くとともに、県民や事業者とのコミュニケーション

を図る体制の整備など、適切な手法の活用により、県民の意見が反映されるようにします。

　　財政上の措置

　　この計画で示した各種施策や取組を着実に実施していくためには、予算等の財政上の措置が必要

となるものもあります。

　　このため、計画の進捗状況や県内の環境の状況などを勘案しつつ、各施策が総合的かつ計画的に

推進されるような必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。

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。





１　環境に関する県民アンケート調査の概要

２　環境に関する事業者アンケート調査の概要

３　第四次青森県環境計画取組状況等点検結果の概要

４　第５次青森県環境計画の策定経過

５　青森県環境審議会委員名簿

６　第５次青森県環境計画策定検討有識者会議設置要綱

７　第５次青森県環境計画策定検討有識者会議委員名簿

８　第５次青森県環境計画策定庁内連絡会議設置要綱

９　青森県環境の保全及び創造に関する基本条例

資　　料　　編
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１　環境に関する県民アンケート調査の概要

１　実施目的

　　第５次青森県環境計画の策定に当たり、県民の環境に対する評価や関心、環境問題に対する考え

方及び環境配慮のための取組状況などを把握することによって本県の環境保全における課題や施策

の重点化方向を明らかにし、第５次青森県環境計画に反映させることを目的として実施しました。

２　「環境に関する県民アンケート調査」の実施方法

　　調査地域　　県全域

　　調査対象　　県内に居住する満20歳以上の男女3,000人

　　抽出方法　　住民基本台帳からの無作為抽出

　　調査方法　　郵送法（配布、回収ともに郵送による）

　　調査期間　　平成27年１月～２月

３　「環境に関する県民アンケート調査」の調査内容

　　青森県の環境のイメージや特徴（本県において誇れる環境の特徴）について

　　環境問題に対する関心度について

　　環境保全に係る取組や状態の「重要度」と「充足度」について

　　環境配慮行動の実践状況について

　　環境に関する情報に対する関心度や入手方法について

　　低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容について

　　自由意見

４　アンケートの回収結果

　　回収状況

標 本 数

①

総 回 収 数 無 効

（白紙回答）

有効回答数

②

… 有効回答率　

（②／①×100）

3,000 1,576 2 1,574 52.5％

　　回答者属性

　　①性別

男性 女性 無回答

660人

（41.9％）

827人

（52.6％）

87人

（5.5％）

　　②年代

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 無回答

137人

（8.7％）

185人

（11.8％）

252人

（16.0％）

313人

（19.9％）

353人

（22.4％）

312人

（19.8％）

22人

（1.4％）
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　　③居住地域

東青地域 中南地域 三八地域 西北地域 上北地域 下北地域 無回答

390人

（24.8％）

302人

（19.2％）

346人

（22.0％）

164人

（10.4％）

210人

（13.3％）

89人

（5.7％）

73人

（4.6％）

５　調査結果概要

　　青森県の環境のイメージや特徴（本県において誇れる環境の特徴）

　　　　青森県の環境のイメージや特徴（本県において誇れる環境の特徴）を尋ねたところ、「郷土

色豊かな祭りや行事」という回答が50.1％と最も多く、次に「きれいな空気、おいしい水」

42.9％、「水産物など恵み豊かな海」37.1％となっており、生活や風土、地域の歴史・文化の

積み重ねによって形成されてきた伝統文化や、きれいな空気、おいしい水など豊かな自然が保

たれていることを本県において誇れる環境の特徴であると感じています。（図１－１）

　青森県の環境のイメージや誇れる環境の特徴は、「郷土色豊かな祭りや行事」であると感

じている県民が最も多くなっています。

50.1

42.9

37.1

23.8

22.0

21.9

17.8

16.7

13.2

10.9

10.4

9.3

8.2

1.7

1.5

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

郷土色豊かな祭りや行事

きれいな空気、おいしい水

水産物など恵み豊かな海

きれいな川や海・湖沼

特色ある農産物

雪のある風景

美しい山並み

山菜などが豊富な山林

広々とした田園

農・山・漁村の風景

変化に富んだ海岸

文化財や歴史的文化環境

天然林が保たれた森林

美しい町並み

身近な豊かな生きもの

その他

N=1,574

図１－１　青森県の環境のイメージや特徴

　　　　　（３つまで複数回答）
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（参考）図１－２　過去の調査との比較

50.1%

42.9%

37.1%

23.8%

22.0%

21.9%

17.8%

16.7%

13.2%

10.9%

10.4%

9.3%

8.2%

1.7%

1.5%

0.8%

52.3%

37.6%

36.1%

12.7%

13.9%

18.0%

16.0%

19.3%

8.9%

14.3%

7.0%

12.9%

26.6%

1.1%

2.2%

1.2%

48.0%

38.7%

34.1%

11.5%

15.0%

21.1%

18.2%

20.3%

10.6%

14.2%

7.4%

10.8%

24.7%

1.3%

2.1%

1.1%

49.3%

37.9%

28.6%

11.2%

12.1%

23.1%

19.3%

18.5%

11.2%

16.5%

9.3%

12.4%

33.9%

1.6%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

郷土色豊かな祭りや行事

きれいな空気、おいしい水

水産物など恵み豊かな海

きれいな川や海・湖沼

特色ある農産物

雪のある風景

美しい山並み

山菜などが豊富な山林

広々とした田園

農・山・漁村の風景

変化に富んだ海岸

文化財や歴史的文化環境

天然林が保たれた森林

美しい町並み

身近な豊かな生きもの

その他

H26年度 H23年度 H20年度 H17年度

図１－２　青森県の環境のイメージや特徴

　　　　　（３つまでの複数回答）
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　　環境問題に対する関心度

　　　　環境に対する関心について尋ねたところ、「非常に関心がある」又は「少し関心がある」と

回答した人の合計が最も多かったのは、「使い捨て商品の使用や電気・ガスの無駄づかいな

ど、資源やエネルギー利用の問題」の87.5％、次に「廃棄物の適正処理やリサイクル、不法投

棄の問題」で86.8％、「工場排水や生活排水による川や海・湖沼などの水質汚濁」83.4％、

「地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題」83.3％となっており、資源やエ

ネルギー利用の問題、廃棄物の適正処理やリサイクル等の問題、生活排水等による水質汚濁の

問題、地球温暖化などの地球環境問題に対する関心が高くなっています。（図２）

　資源やエネルギー利用の問題、ごみの適正処理やリサイクルの問題、水質汚濁や地球環境

問題に対する関心が高くなっています。

40.7

44.5

37.7

46.3

36.0

26.2

37.2

25.0

32.4

25.2

18.7

46.8

42.3

45.7

37.0

40.7

50.4

37.9

49.5

38.6

40.2

37.1

6.8

7.4

9.4

7.6

14.4

14.0

12.3

15.1

17.3

22.1

25.1

0.8

1.0

1.3

1.7

2.9

2.2

2.7

2.0

3.5

.

5.5

6.1

2.2

1.8

3.5

3.9

3.1

4.9

6.7

5.5

5.3

.

3.7

9.6

2.8

2.9

2.4

3.4

3.0

2.3

3.2

3.0

2.9

3.3

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

使い捨て商品の使用や電気・ガスの無駄づかいなど、
資源やエネルギー利用の問題

廃棄物の適正処理やリサイクル、不法投棄の問題

工場排水や生活排水による川や海・湖沼などの水質汚濁

地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題

工場の煙や自動車の排気ガスなどによる大気汚染

身近な場所での緑や水辺、動植物の減少

ダイオキシン類、環境ホルモンなどの化学物質による環境汚染

自然環境の保全や貴重な動植物の減少

農水畜産業や工場などから発生する悪臭

工場や自動車などによる騒音・振動、近隣からの生活騒音

地下水の汲み上げによる地盤沈下

非常に関心がある 少し関心がある あまり関心がない 関心がない わからない 無回答

N=1,574

図２　環境問題に対する関心
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　　環境保全に係る取組や状態の「重要度」と「充足度」

　　①重要度

　　　　環境保全に係る取組や状態の重要度について尋ねたところ、「重要である」又は「やや重要

である」と回答した人の合計が最も多かったのは、「森・川・海へと循環していく良質な水資

源が保たれていること」の91.7％で、次に「家庭や事業所における、ごみの減量、再利用、リ

サイクルが進んでいること」の89.6％、「発生したごみが適正に処理され、不法投棄や空き缶

等の散乱ごみのない環境が維持されていること」89.2％となっています。（図３－１）

　９割を超える県民が、「森・川・海へと循環していく良質な水資源が保たれていること」

が重要であると考えています。
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多様な野生植物の生息・生息環境が保たれていること

県民や事業者の環境にやさしい取組を誘引する仕組みや
環境づくりが進んでいること

自ら進んで環境問題に取り組む人財が育成されていること

温泉の適正な利用により、温泉資源が保たれていること

環境情報の提供と地域における環境保全活動や
環境教育・学習が進められていること

あおもりの歴史と風土が感じられる景観の保全と形成が進んでいること

歴史的・文化的遺産の保護と活用が進んでいること

身近な生きものが育まれ、自然とふれあえる
里地里山や農地が保たれていること

公害苦情や公害紛争に対する適切かつ迅速な対応がなされていること

オゾン層の保護と酸性雨の実態及び影響の把握がなされていること

世界自然遺産白神山地の自然が保たれ、活用されていること

開発事業の実態により自然環境の破壊などが起こらないよう
事前に調査、予測及び評価が行われていること

身近に緑や水にふれあえる環境づくりが進んでいること

県立自然公園などの優れた自然環境が保たれていること

洪水緩和、水資源の貯留など多面的な機能を有する
森林が保たれ、活用されていること

太陽光や風力などの再生可能エネルギーの開発と利用が進んでいること

省エネルギーにつながる取組が進んでいること

原子力関連施設に係る環境放射線等モニタリングが適切に行われ、
その情報が提供されていること

人の健康や生態系に有害な化学物質の適切な管理とそれらの
実態把握・情報提供がなされていること

地盤沈下や土壌汚染のない生活環境が保たれていること

生活環境に影響を与えないよう、災害発生時における
廃棄物が適正に処理されていること

不快な騒音・振動のない生活環境が保たれていること

産業活動から発生する、ごみの減量、再利用、リサイクルが進んでいること

良好な大気環境が保たれていること

発生したごみが適正に処理され、不法投棄や空き缶等の
散乱ごみのない環境が維持されていること

家庭や事業所における、ごみの減量、再利用、リサイクルが進んでいること

森・川・海へと循環していく良質な水資源が保たれていること

重要である やや重要である どちらともいえない あまり重要ではない 重要でない わからない 無回答

N=1,574
図３－１　本県の環境保全に係る取組や状態の重要度
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　　環境保全に係る取組や状態の「重要度」と「充足度」

　　②充足度

　「良質な水資源・大気環境」、「不快な騒音・振動のない生活環境」、「県立自然公園などの

優れた自然環境」が保たれていることの充足度が高くなっている一方で、「自ら進んで環境

問題に取り組む人財が育成されていること」、「県民や事業者の環境にやさしい取組を誘引す

る仕組みや環境づくりが進んでいること」の充足度が低くなっています。（図３－２）
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自ら進んで環境問題に取り組む人財が育成されていること

県民や事業者の環境にやさしい取組を誘引する仕組みや
環境づくりが進んでいること

環境情報の提供と地域における環境保全活動や
環境教育・学習が進められていること

オゾン層の保護と酸性雨の実態及び影響の把握がなされていること

開発事業の実態により自然環境の破壊などが起こらないよう
事前に調査、予測及び評価が行われていること

公害苦情や公害紛争に対する適切かつ迅速な対応がなされていること

省エネルギーにつながる取組が進んでいること

生活環境に影響を与えないよう、災害発生時における
廃棄物が適正に処理されていること

太陽光や風力などの再生可能エネルギーの開発と利用が進んでいること

原子力関連施設に係る環境放射線等モニタリングが適切に行われ、
その情報が提供されていること

発生したごみが適正に処理され、不法投棄や空き缶等の
散乱ごみのない環境が維持されていること

人の健康や生態系に有害な化学物質の適切な管理とそれらの
実態把握・情報提供がなされていること

多様な野生動植物の生息・生息環境が保たれていること

産業活動から発生する、ごみの減量、再利用、リサイクルが進んでいること

あおもりの歴史と風土が感じられる景観の保全と形成が進んでいること

身近な生きものが育まれ、自然とふれあえる
里地里山や農地が保たれていること

洪水緩和、水資源の貯留など多面的な機能を有する
森林が保たれ、活用されていること

歴史的・文化的遺産の保護と活用が進んでいること

身近に緑や水にふれあえる環境づくりが進んでいること

家庭や事業所における、ごみの減量、再利用、リサイクルが進んでいること

地盤沈下や土壌汚染のない生活環境が保たれていること

温泉の適正な利用により、温泉資源が保たれていること

世界自然遺産白神山地の自然が保たれ、活用されていること

県立自然公園などの優れた自然環境が保たれていること

不快な騒音・振動のない生活環境が保たれていること

良好な大気環境が保たれていること

森・川・海へと循環していく良質な水資源が保たれていること

満たされている やや満たされている どちらともいえない あまり満たされていない 満たされていない わからない 無回答

N=1,574

図３－２　本県の環境保全に係る取組や状態の充足度
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　　環境配慮行動の実践状況

　　　　日常生活における環境配慮行動の実践状況について尋ねたところ、「いつも行っている」又

は「だいたい行っている」と回答した人の合計が最も多かったのは、「空き缶やタバコのポイ

捨てをしないようにしている」で95.5％、次に「古紙、缶、ビンなどはきちんと分別し、資源

ごみとして出している」93.9％、となっており、９割を超える県民が環境美化や日常生活で生

じるごみの分別に関する環境配慮行動を実践しています。（図４－１）

　９割を超える県民が「空き缶やタバコのポイ捨てをしない環境美化」や「日常生活で生じ

るごみの分別」に関する環境配慮行動を実践しています。
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など、環境にやさしい商品を購入するようにしている

地域で採れる食材や建材などを利用している

自動車の省エネ運転を心掛けている
（停車中はこまめにエンジンを切るなど）

皮革製品を購入する際に希少な野生生物の皮
革製品かどうかを考慮するなど自然環境の保
全に配慮した製品を購入するようにしている

講習会等で得た環境保全に関する
ことは、実践するようにしている

リサイクルショップを利用したり、不要品をバザー、フリー
マーケット、ガレージセールなどにまわしている

外出の際には、なるべく自家用車を使わず、徒歩、
自転車や電車などの公共交通機関を利用している

環境に対してよいと思うことを知人
や友人に伝えたり広めたりしている

地域における環境保全のための取組に参加している

企業が作成している環境報告書などで企業の
環境保全への取組をチェックしている

企業の環境保全の取組を促進するような
金融商品（エコファンドなど）を利用している

いつも行っている だいたい行っている 時々は行っている あまり行っていない 行っていない 無回答

図４－１　日常生活における環境配慮の実践状況
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（参考）図４－２　環境配慮の実践状況についての本県と全国との比較

…

93.9

86.0

79.2

66.6

29.8

56.7

63.7

54.0

31.0

21.5

15.3

90.5

79.6

80.7

75.2

43.5

68.3

41.2

64.6

23.2

28.2

38.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

古紙、缶、ビンなどはきちんと分別し、
資源ごみとして出している

台所の排水に油や生ゴミを流さない
ようにしている

入浴、洗面、食器洗いなどの際に
節水を心掛けている

日常生活においてできるだけごみを
出さないようにしている

リサイクルショップを利用したり、不要品をバザー、
フリーマーケット、ガレージセールなどにまわしている

地域で採れる食材や建材などを利用している

節電タイプの家電製品やエコマークのついた商品など、
環境にやさしい商品を購入するようにしている

自動車の省エネ運転を心掛けている
（停車中はこまめにエンジンを切るなど）

講習会等で得た環境保全に関する
ことは、実践するようにしている

環境に対してよいと思うことを知人
や友人に伝えたり広めたりしている

地域における環境保全のための取組に参加している

青森県 全国

N=1,574（青森）
N=2,630（全国）

図４－２　環境配慮の実践状況についての本県と全国との比較

（「行っている」「だいたい行っている」の合計）

＜環境省 H25年度環境にやさしいライフスタイル実態調査との比較＞
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　　環境に関する情報に対する関心度や入手方法

　　①関心度

　　　　環境に関する情報に対する関心について尋ねたところ、「水や空気のきれいさなど地域の環

境の現状」が94.5％で最も高く、次に「環境問題が生活に及ぼす影響」93.1％、「日常生活が

環境に及ぼす影響」90.2％となっており、地域の環境の現状に関する情報と日常生活において

どれくらい環境へ負荷をかけるのか、また環境問題が生活にどのような影響を及ぼすのか相互

の影響についての関心が高くなっています。（図５－１）

　「水や空気のきれいさなど地域の環境の現状」に対する県民の関心が最も高くなっています。

7.6

8.5

8.3

12.7

17.7

17.7

20.7

38.3

33.7

38.8

45.1

40.8

41.7

42.8

42.8

50.5

53.4

56.5

48.9

56.5

54.3

49.4

41.5

41.0

40.3

34.6

25.9

24.1

18.5

9.6

6.9

4.5

3.5

7.4

6.4

6.7

7.5

3.0

2.5

1.7

1.2

0.5

0.5

0.4

2.7

2.4

1.9

2.4

2.9

2.3

2.6

2.0

2.4

1.9

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域の環境保全活動に関する情報
（どのような団体がどのような活動をしているかなど）

講演会や自然とふれあえる施設・イベントなどの情報

環境関連の本やビデオなどの情報

開発計画に関する情報

省エネルギー・再生可能エネルギー設備導入など環境対
策の際に活用できる補助事業など各種支援制度の情報

環境にやさしい商品や環境に配慮した取組を行う
店舗などの情報

普段の生活の中で環境に配慮した取組を行うための方法

地球温暖化や酸性雨など地球環境問題の要因や現状

日常生活が環境に及ぼす影響

環境問題が生活に及ぼす影響

水や空気のきれいさなど地域の環境の現状

非常に関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 全く関心がない 無回答

N=1,574

図５－１　環境に関する情報に対する関心度
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　　②入手方法

　　　　環境に関する情報の入手方法を３つまで尋ねたところ、最も多かったのが、「テレビ」で

82.8％、次に「新聞紙」71.8％、「県や自治体が配布している広報紙など」44.7％となっていま

す。

　　　　県民は、主にテレビ、新聞紙から環境に関する情報を入手しています。（図５－２）

　環境に関する情報の入手方法は、「テレビ」が最も多くなっています。

0.4

2.2

2.2

5.0

5.0

6.9

13.9

14.3

15.7

16.1

44.7

71.8

82.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

フリーペーパー、フリーマガジン

セミナー、講演会など

ツイッター、フェイスブックなどの
ソーシャル・ネットワーキング・サービス

特に情報を得ていない

県環境団体が配布しているパンフレットなどの
紙媒体

雑誌

ホームページ（電子版の新聞、ニュースサイト、
メールマガジン含む）

職場・友人・家族

ラジオ

県や自治体が配布している広報紙、
パンフレットなどの紙媒体

新聞紙（印刷されたもののみ）

テレビ

図５－２　環境に関する情報の入手方法（３つまでの複数回答）
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　　低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容

　　　　青森県が、低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容について、

特に重要であると思われるものを５つまで尋ねたところ、最も多かったのが「山、川、海の水

資源によって作り出された良質な水資源の確保」で72.4％、次に「風力、太陽光、地中熱など

再生可能エネルギーの導入と利用の推進」48.5％、「廃棄物の不適正処理、不法投棄に対す

る、監視・指導体制の強化」41.4％となっています。（図６）

　青森県が、低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容について

は、「山、川、海の水資源によって作り出された良質な水資源の確保」が特に重要であると

考えています。

0.7

4.2

4.4

5.8

11.5

13.6

13.7

13.7

13.7

14.5

16.7

21.3

22.0

22.6

26.5

31.8

33.3

35.0

41.4

48.5

72.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

環境保全活動に取り組む県民・企業などの事例紹介・表彰制度などの充実

環境ＮＰＯなど民間団体の支援や民間団体、学校、

事業者など各主体間のネットワークづくりの促進

日常生活における省エネ行動やエコドライブの推進など

低炭素型のライフスタイルづくりの推進

歴史的・文化的遺産の保護と活用

希少動植物の保護など野生生物の種の多様性の保全

歴史的景観の保全や自然との調和のとれた町並みの形成

環境問題や地域における環境活動に関する情報提供など広報の充実

環境放射線などの環境モニタリングの実施・公表

省エネルギー設備導入など環境対策の際に活用できる各種支援

制度の拡充などによる県民や事業者の環境に配慮した取組の促進

身近な緑や水辺の保全や復元、ふれあい空間の創造

子どもから大人まで地球環境や自然との共生などについて

学ぶ機会の提供・充実

生物多様性の保全上重要な役割を担う里地里山を次世代に引き継ぐ取組

ダイオキシン類などの有害化学物質対策

廃棄物の発生抑制や再利用、リサイクルの取組促進

世界自然遺産白神山地など優れた自然環境の保全と活用

大気・水質・騒音などの公害防止対策の推進

廃棄物の不適正処理、不法投棄に対する、監視・指導体制の強化

風力、太陽光、地中熱など再生可能エネルギーの導入と利用の推進

山、川、海の水循環によって作り出された良質な水資源の確保

あおもりエコの環スマイルプロジェクトなど県民や

事業者が参加し環境配慮に取り組む仕組みづくりの促進

わ

図６　県が、低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容

（５つまでの複数回答）



－…136…－

２　環境に関する事業者アンケート調査の概要

１　実施目的

　　第５次青森県環境計画の策定に当たり、事業者の環境に対する評価や関心、環境問題に対する考

え方及び環境配慮のための取組状況などを把握することによって本県の環境保全における課題や施

策の重点化方向を明らかにし、第５次青森県環境計画に反映させることを目的として実施しまし

た。

２　「環境に関する事業者アンケート調査」の実施方法

　　調査地域　　県全域

　　調査対象　　県内で事業活動を行っている事業者　517事業者

　　抽出方法　　郵送法（配布、回収ともに郵送による）

　　調査期間　　平成27年１月～２月

３　「環境に関する事業者アンケート調査」の調査内容

　　環境の担当部署又は担当者の設置状況について

　　環境への取組と企業活動の在り方についての考え方について

　　地域の環境保全のための活動について

　　事業活動の中で実践している環境配慮のための取組状況と取組の重要度について

　　環境に関する情報に対する関心度や入手方法について

　　低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容について

　　自由意見

４　アンケートの回収結果

　　回収状況

標 本 数

①

総 回 収 数 無 効

（白紙回答）

有効回答数

②

… 有効回答率　

（②／①×100）

517　 322　 2　 320　 61.9％

　　回答者属性

　　①業種

製造業 建設業 運輸業 卸売業 サービス業 小売業 その他

85

（26.5％）

54

（16.9％）

43

（13.4％）

28

（8.8％）

53

（16.6％）

30

（9.4％）

27

（8.4％）

　　②所在地

東青地域 中南地域 三八地域 西北地域 上北地域 下北地域 無回答

98

（30.6％）

47

（14.7％）

99

（31.0％）

16

（5.0％）

47

（14.7％）

11

（3.4％）

2

（0.6％）

　　③本社・支社

本社 支店・支社等 無回答

277

（86.6％）

41

（12.8％）

2

（0.6％）
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　　④従業員数

50人未満
50人以上、

100人以下

101人以上、

300人以下
301人以上 無回答

53

（16.6％）

149

（46.6％）

96

（30.0％）

17

（5.3％）

5

（1.5％）

５　調査結果

　　環境の担当部署又は担当者の設置状況

　　　　事業所内に環境問題に取り組むための部署を設置又は担当者を配置しているか尋ねたとこ

ろ、「兼任の担当者を配置」が32.5％、「専任の部署ではなく、担当者を配置」が11.6％となっ

ています。

　　　　前回（平成23年度）の調査と比較すると、「専任の部署を設置」の割合が減少しているもの

の、「兼任の担当者を配置」と「専任の部署ではなく、担当者を配置」の割合が高くなってい

ます。また、「担当者は配置していない」割合が前回調査に比べ減少しています。（図１－１）

（参考）図１－２　事業所規模と環境の担当部署等の設置状況とのクロス集計

項　　目
担当者は配置

していない　

兼任の担当者

を配置　　　

専任の部署ではな

く、担当者を配置

専任の部署を

設置　　　　
無回答 総　計

50人未満 35 13 5 53

50人以上、100人以下 80 46 20 3 149

101人以上、300人以下 39 37 11 8 1 96

301人以上 8 6 1 2 17

無回答 2 2 1 5

総　　計 164 104 37 13 2 320

3.4

6.3

9.1

28.9

52.3

1.5

7.7

7.7

28.8

54.3

1.2

8.5

10.6

24.5

55.3

0.6

4.1

11.6

32.5

51.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

専任の部署を設置

専任の部署ではなく、担当者を配置

兼任の担当者を配置

担当者は配置していない

H26 H23 H20 H17

N=320
図１－１　環境の担当部署又は担当者の設置状況

　約４割の事業所に「専任又は兼任の担当者が配置」されています。
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　　環境への取組と企業活動の在り方についての考え方

　　　　環境への取組と企業活動の在り方についての考え方を尋ねたところ、「企業の社会的責任

（社会貢献を含む）」と答えた事業者が71.9％と最も多く、次に「法規制などをクリアするレ

ベルでよい」12.5％となっています。

　　　　全国調査の結果（環境省　平成24年度　環境にやさしい企業行動調査）と比較すると、「企

業の社会的責任（社会貢献を含む）」を選択した事業者が全国よりも8.1ポイント低く（県：

71.9％…国：80.0％）、また、「法規制などをクリアするレベルでよい」を選択した事業者が全

国よりも10ポイント高く（県：12.5％…国：2.5％）なっています。（図２）

　約７割の事業者が、環境への取組と企業活動の在り方について「企業の社会的責任（社会

貢献を含む）の一つである」と考えています。

0.1

0.5

0.9

4.6

7.1

4.4

2.5

80.0

1.3

0.3

0.9

1.9

2.8

8.4

12.5

71.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

無回答

その他

環境への取組と企業活動は
関連がないと考えている

ビジネスチャンスである

今後の業績を左右する重要な戦略の
一つとして取り組んでいる

事業継続性に係るビジネスリスクの
低減につながる

法規制等をクリアするレベルでよい

企業の社会的責任（社会貢献を
含む）の一つである

青森県 全国

N=320（青森）
N=1,161（全国）

図２　環境への取組と企業活動との関係に対する考え方

＜環境省 平成24年度 環境にやさしい企業行動調査結果との比較＞
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　　地域の環境保全のための活動

　　　　事業所における地域の環境保全活動の実施（参加や支援を含む。）について尋ねたところ、

「実施している」取組のうち、「アルミ缶、古紙などのリサイクル活動」が70％で最も多く、

次に「地域や河川敷などの美化・清掃活動」53.8％、「郷土祭りなどの地域活動」39.4％と

なっています。（図３）

　７割の事業所が、地域の環境保全活動として「アルミ缶、古紙などのリサイクル活動」に

取り組んでいます。

70.0

53.8

39.4

20.9

12.8

11.3

10.9

8.4

6.6

0.6

2.5

1.9

3.8

2.8

10.3

5.3

2.5

3.8

3.1

8.8

15.3

17.5

23.1

21.9

25.6

26.9

28.1

28.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

アルミ缶、古紙などのリサイクル活動

地域や河川敷などの美化・清掃活動

郷土祭りなどの地域活動

植樹、間伐、下草刈りなどの森林保全

環境保全活動を担う人財の育成

森林の保全を除く自然環境の保全活動

自社の環境技術や事業活動における環境保全の取組を活用
した児童・生徒などに対する環境教育・学習機会の提供

伝統的な町並みなどの景観の保全

文化財の保護や保存活動

その他

実施している 今後取り組む予定 実施していない

N=320

図３　地域の環境保全のため実施している活動
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　　事業活動の中で実践している環境配慮のための取組状況

　　　　事業活動の中で実践している環境配慮のための取組状況について尋ねたところ、最も多かっ

た取組は、「休憩時間の全消灯や不要な照明はこまめに消すなど照明を適正に管理している」

で90.9％、次に「資料や文書の簡素化、両面印刷・コピーの徹底、簡易包装の実施などにより

紙の使用量の削減に取り組んでいる」86.2％、「金属缶やガラスびんなど分別回収によりリサ

イクルを推進している」86.2％となっています。

　　　　一方、今後取り組む予定としている取組で最も多かった取組は、「熱源設備、空調設備など

エネルギー効率（省エネ効果）の高い機器・設備の導入」で46.3％、次に「低燃費、低公害の

自動車の積極的な導入」46％、「従業員の環境教育の取組」42.2％となっており、県内事業所

における環境配慮の取組が一層進んでいくことが期待されます。（図４）

　約９割の事業所が、環境配慮のための取組として「休憩時間の全消灯や不要な照明はこま

めに消すなど照明の適正な管理」を行っています。
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休憩時間の全消灯や不要な照明はこまめに消すなど照明を適正に
管理している

資料や文書の簡素化、両面印刷・コピーの徹底、簡易包装の
実施などにより紙の使用量の削減に取り組んでいる

金属缶やガラスびんなどの分別回収によりリサイクルを推進している

パソコン、コピー機等を省エネモードに設定するなど
OA機器・電気製品の適正利用を推進している

冷暖房温度の適正な調節（冷房28℃程度、暖房20℃程度）など
空調を適正に管理している

雑誌や書類などの紙ごみは分別回収し、古紙リサイクルを
推進している

グリーン購入（再生紙、LED照明器具等の環境負荷の少ない製品などの
優先的な購入）を推進している

グリーン購入（再生紙、LED照明器具等の環境負荷の少ない製品などの
優先的な購入）を推進している

事務機器などの中古品やリース・レンタル品の利用や不要物品を
他部署で再利用するなどリユースを推進している

不要なアイドリングのストップや交通状況に応じた安全な
定速走行などのエコドライブを推進している

使い捨て製品（紙コップ、割り箸等）の使用や購入の抑制など
事業所のごみの減量化に取り組んでいる

熱源設備、空調設備などはエネルギー効率（省エネ効果）の
高い機器・設備の導入を推進している

低燃費、低公害の自動車を積極的に導入している

従業員の環境教育に取り組んでいる

事業規模や事業形態などに適した環境マネジメントシステムを
導入している

廃食用油のバイオ燃料化、廃油ボイラーの活用、食べ残しや
食品残さの堆肥化などのリサイクルを推進している

太陽光発電、地中熱利用など再生可能エネルギーの
導入を推進している

マイカー通勤の自粛やノーマイカーデーに取り組んでいる

雨水の利用や排水の再生利用など節水に取り組んでいる

取り組んでいる 今後取り組む予定 取り組む予定はない 無回答

図４　環境配慮のための取組状況
N=320
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　　環境に関する情報に対する関心度や入手方法

　　①関心度

　　　　環境に関する情報に対する関心について尋ねたところ、「水や空気のきれいさなど地域の環

境の現状」が95.7％で最も高く、次に「環境問題が生活に及ぼす影響」93.5％、「事業活動が

環境に及ぼす影響」93.1％、「地球温暖化や酸性雨など地球環境問題の要因や現状」90.1％と

なっており、地域の環境の現状に関する情報、事業活動に伴う環境への影響や地球環境問題に

関する情報についての関心が高くなっています。（図５－１）

　環境に関する情報で特に関心が高いものは、「水や空気のきれいさなど地域の環境の現

状」、「環境問題が生活に及ぼす影響」、「事業活動が環境に及ぼす影響」、「地球温暖化や酸性

雨など地球環境問題の要因や現状」で、いずれも９割を超えています。
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講演会や自然とふれあえる施設・イベントなどの情報

環境関連の本やビデオなどの情報

地域の環境保全活動に関する情報
（どのような団体がどのような活動をしているかなど）

開発計画に関する情報

環境にやさしい商品や環境に配慮した取組を行う店舗や
事業所などの情報

普段の生活の中で環境に配慮した取組を行うための方法

省エネルギー・再生可能エネルギー設備導入など環境対
策の際に活用できる補助事業など各種支援制度の情報

地球温暖化や酸性雨など地球環境問題の要因や現状

事業活動が環境に及ぼす影響

環境問題が生活に及ぼす影響

水や空気のきれいさなど地域の環境の現状

非常に関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 全く関心がない 無回答

N=320
図５－１　環境に関する情報に対する関心度
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　　②入手方法

　　　　環境に関する情報の入手方法を３つまで尋ねたところ、最も多かったのが、「新聞紙」で

58.4％、次に「県や自治体が配布している広報紙など」45.3％、「同業他社、業界団体等」

42.5％となっています。

　　　　県内事業所では、主に紙媒体や同業他社等から環境に関する情報を入手しています。（図５

－２）

　環境に関する情報の入手方法は、「新聞紙」が最も多くなっています。
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0.3
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21.3

30.0

33.8

42.5

45.3

58.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特に情報を得ていない

フリーペーパー、フリーマガジン

ツイッター、フェイスブックなどの
ソーシャル・ネットワーキング・サービス

ラジオ

その他

雑誌

環境団体が配布しているパンフレットなどの紙媒体

セミナー、講演会など

ホームページ（電子版の新聞、ニュースサイト、
メールマガジン含む）

テレビ

同業他社、業界団体等

県や自治体が配布している広報紙、
パンフレットなどの紙媒体

新聞紙（印刷されたもののみ）

N=320
図５－２　環境に関する情報の入手方法（３つまでの複数回答）
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　　低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容

　　　　青森県が、低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容について、

特に重要であると思われるものを５つまで尋ねたところ、最も多かったのが「山、川、海の水

資源によって作り出された良質な水資源の確保」で55.9％、次に「廃棄物の発生抑制や再利

用、リサイクルの取組促進」49.4％、「廃棄物の不適正処理、不法投棄に対する、監視・指導

体制の強化」47.2％となっています。（図６）
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49.4

55.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

環境ＮＰＯなど民間団体の支援や民間団体、学校、
事業者など各主体間のネットワークづくりの促進

希少動植物の保護など野生生物の種の多様性の保全

環境放射線などの環境モニタリングの実施・公表

環境保全活動に取り組む県民・企業などの
事例紹介・表彰制度などの充実

歴史的景観の保全や自然との調和のとれた町並みの形成

歴史的・文化的遺産の保護と活用

子どもから大人まで地球環境や自然との共生などについて
学ぶ機会の提供・充実

環境問題や地域における環境活動に関する
情報提供など広報の充実

日常生活における省エネ行動やエコドライブの推進など
低炭素型のライフスタイルづくりの推進

ダイオキシン類などの有害化学物質対策

生物多様性の保全上重要な役割を担う
里地里山を次世代に引き継ぐ取組

身近な緑や水辺の保全や復元、ふれあい空間の創造

世界自然遺産白神山地など優れた自然環境の保全と活用

省エネルギー設備導入など環境対策の際に活用できる各種支援
制度の拡充などによる県民や事業者の環境に配慮した取組の促進

風力、太陽光、地中熱など
再生可能エネルギーの導入と利用の推進

大気・水質・騒音などの公害防止対策の推進

廃棄物の不適正処理、不法投棄に対する、監視・指導体制の強化

廃棄物の発生抑制や再利用、リサイクルの取組促進

山、川、海の水循環によって作り出された良質な水資源の確保

N=320

あおもりエコの環スマイルプロジェクトなど県民や
事業者が参加し環境配慮に取り組む仕組みづくりの促進

わ

図６　県が、低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容

（５つまでの複数回答）

　県が低炭素・循環型社会、自然共生社会の形成に向けて取り組むべき内容として「山、

川、海の水資源によって作り出された良質な水資源の確保」が、特に重要であると考えてい

ます。
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３　第四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

　　第四次青森県環境計画（以下「第四次計画」という。）の進捗状況を把握し、平成27年度に策定

する第５次青森県環境計画策定の基礎資料とするため、第四次計画に掲げたモニタリング指標の状

況や各施策の取組状況等の自己点検を実施しました。

２　政策別点検結果概要

◎主な取組状況

　①河川環境調査等により水棲生物等の調査を行ったほか、環境保全活動に対する意識啓発等に取り

組み、「ふるさとの水辺サポーター」の登録を進めた。

　②下水道処理施設、農業・漁業集落排水施設、浄化槽の整備促進や生活排水対策の意識啓発、公共

用水域の水質監視等に取り組んだ。

　③自然公園関係法令による行為規制や保全地域の巡視活動のほか、高山植物などの盗掘防止対策等

を実施し、自然環境の保全を図った。また、県立自然ふれあいセンターなどにおいて観察会等を

実施するなど県民に対し自然とのふれあいの機会を提供した。

　④白神山地の保全と利活用推進のため、巡視活動等による情報の収集・発信、地域資源を活用した

商品等の企画などによる人財育成、エコツアープログラムなどの作成や民間主導の企画・販売体

制の構築に向けた検討を行った。

　⑤低コスト間伐を進めるため、森林所有者への施業提案などを行う人財の養成を行うとともに、森

林組合が主体となり、施業地の団地化と高密度路網の整備を行うことで、所有者負担の軽減と森

林整備意欲を向上させ、原木の安定供給及び地域の木材産業の振興を図った。

　⑥「あおもりの土づくりの匠」による技術指導、エコ農業学校の開催、エコファーマー認定支援活

動などにより、化学肥料や農薬の削減などの環境負荷低減を図った。

政策１　健やかな自然環境の保全と創造
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◎主なモニタリング指標の状況

指標名（単位） 平成（年度等）

目標値実績値

指標の説明

① 公共用水域の環境基準達成率

（％）

22 23 24 25 26 （平成27年度）…

90％以上92 86 93 85 92

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。

② 十和田湖の水質（透明度）

（ｍ）

22 23 24 25 26 （平成27年度）…

12ｍ以上10.6 10.1 9.2 10.5 10.5

十和田湖の水質の清澄さを示す指標です。「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、近年、横ばい傾向にあります。

③ 汚水処理人口普及率（％） 22 23 24 25 26 （平成32年度）…

82.0％71.6 73.0 73.9 75.2 76.4

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。

④ 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

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。平成23年は東日本大震災の影響により大きく減少しましたが、平成24年以降は微増

傾向にあります。

⑤ 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

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。

⑥ エコファーマー取組面積（ha） 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 （平成28年度）…

10,000ｈa6,129 6,004 5,209 4,788 4,085

土づくりを行い、農薬と化学肥料を減らした持続性の高い農業に取り組む農業者を「エコファー

マー」といい、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、県が認定していま

す。エコファーマー取組面積は、取組者の高齢化や付加価値が価格に十分に反映されないことなどに

より伸び悩んでいます。

⑦ 白神山地入込者数（人） 21 22 23 24 25
－

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

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し、平成23年は、東日本大震災の影響により大きく減少しましたが、平

成25年においても震災前の水準までは戻っていません。
＊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。
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◎主な取組状況

　　良好な生活環境を保全するため、大気、水質のモニタリングや大気、水質、土壌のダイオキシン

類による汚染状況の調査を実施した。

◎主なモニタリング指標の状況

指標名（単位） 平成（年度）

目標値実績値

指標の説明

① 大気環境基準達成率（光化学

オキシダントを除く）（％）

22 23 24 25 26 （平成27年度）…

100％100 100 100 98 98

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。

② ダイオキシン類の環境基準達

成率（％）

22 23 24 25 26 （平成27年度）…

100％100 100 100 100 100

環境中（大気、公共用水域水質、公共用水域底質、地下水、土壌）のダイオキシン類汚染状況を示す

指標です。ダイオキシン類の環境基準は全て達成されており、良好な状態で推移しています。

◎主な取組状況

　①都市公園の整備・改築更新を進め、安全・安心で快適な都市環境維持を図った。

　②景観学習教室などを開催し、良好な都市景観形成に関する県民の関心と理解促進を図った。

　③縄文ロゴマークを活用したＰＲや国内外への情報発信、小学生向けガイドブックの作成や体験学

習等を実施したほか、縄文の新たな楽しみ方の提案やアートを切り口とした縄文文化の発信によ

り、県内外での縄文文化の価値や魅力の普及啓発や理解促進が図られた。

◎主なモニタリング指標の状況

指標名（単位） 平成（年度等）

目標値実績値

指標の説明

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 （平成30年）

20.0㎡/人16.6 16.8 17.3 17.4 17.6

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す。平成26年度は前年度より5ha公園面積

が増加した一方、県内の都市計画区域・カントリーパーク人口が7千人減少したことから、一人公園

面積が0.2㎡増加しました。

② 特別史跡三内丸山遺跡の見学

者数(千人）

22 23 24 25 26 （各年度）…

300千人329 311 314 289 292

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、30万人前後で

推移しています。

政策２　安全・安心な生活環境の保全

政策３　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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◎主な取組状況

　①「もったいない・あおもり県民運動」を展開し、優れた取組を表彰したほか、事業者がレジ袋無

料配布中止の取組に参加するのを促した。また、ごみ減量やリサイクルなど、環境に配慮した取

組を行う事業所を「あおもりＥＣＯにこオフィス・ショップ」に認定した。

　②市町村のごみ減量化やリサイクル率向上に向けて、全市町村等との個別打合せなどを実施した。

　③建設廃棄物及び建設発生土のリサイクル率の実態調査を行うとともに、事業者向けごみ減量セミ

ナーを開催したほか、事業所等への古紙回収を呼びかけるなど、事業系ごみの減量・リサイクル

を推進した。

　④生ごみ削減・資源化出前講座等の開催や古紙などの「集団回収マニュアル」と「エコ料理レシピ

集」を作成・配布し、食品廃棄物等の減量や紙類のリサイクルにつながる普及啓発を行った。

　⑤青森県リサイクル製品の認定やセミナーの開催などにより、リサイクル製品の使用推進及びリサ

イクル産業の育成に努めた。

　⑥下水処理施設で発生する汚泥についてコンポスト化、焼却灰のセメント利用等、有効利用の取組

を推進した。

　⑦廃棄物排出事業者に対する立入検査や産業廃棄物処理業に係る許可業務及び許可業者に対する立

入検査などを計画的に実施するとともに、許可申請を適切に処理した。

　⑧青森・岩手県境不法投棄事案について、廃棄物及び汚染土壌の撤去を完了し、現場周辺環境への

汚染の影響が無いことをモニタリングで確認するとともに、青森・岩手県境不法投棄現場跡地の

自然環境の再生を図るため、県民植樹祭や企業の森づくりにより、植樹を行った。

◎主なモニタリング指標の状況

指標名（単位） 平成（年度）

目標値実績値

指標の説明

① １人１日当たりのごみ排出量（ｇ） 21 22 23 24 25
（平成27年度）…

980ｇ
（青森県） 1,049 1,047 1,038 1,069 1,069

（全国） 994 976 975 963 958

一般廃棄物の減量化の進捗状況を示す指標であり、平成25年度の１人１日当たりのごみ排出量は前年

度と同水準となっています。

② ごみのリサイクル率（％） 21 22 23 24 25
（平成27年度）…

25％
（青森県） 12.9 12.9 13.6 14.2 13.7

（全国） 20.5 20.8 20.4 20.4 20.6

ごみのリサイクルの進捗状況を示す指標であり、平成25年度のリサイクル率は前年度と比較して0.5

ポイント低下しました。これは、人口規模の大きい青森市（24年度12.1％→25年度11.1％）、弘前市

（24年度11.8％→25年度10.9％）のリサイクル率低下が影響しています。

政策４　資源の環をつなげる循環型社会の創造
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指標名（単位） 平成（年度）

目標値実績値

指標の説明

③ 下水汚泥（公共下水道）の

リサイクル率（％）

21 22 23 24 25 （平成27年度）…

100％99.5 99.4 99.4 99.6 99.5

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。

④ 産業廃棄物不法投棄等の解決

件数（件）

22 23 24 25 26 新規発見件数の

３割（各年度）34（57％） 35（56％） 38（50％） 63（44％） 64（49％）

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。

…

◎主な取組状況

　①中小事業者への補助により創出した省エネモデルの事例集を作成するとともに、報告会を開催

し、その省エネ効果を広く周知した。

　②省エネ技術情報などの提供や環境ビジネスの拡大を目的とした、金融機関などと連携したイベン

トを開催した。

　③家庭での省エネへの取組を促進するためのイベントを開催したほか、県内各地において地球温暖

化の現状や節電等の取組を広く発信した。

　④エコドライブと安全運転の一体的な啓発活動や、公共交通機関の利用を呼びかけるための「県下

一斉ノーマイカーデー」を実施したほか、市町村や事業者を対象に、低炭素型交通社会づくりの

先進事例を紹介するセミナーを開催した。

　⑤再生可能エネルギーなどの利用促進については、県内の産学官金の企業・団体によるネットワー

クづくりを目的とする「青森県再生可能エネルギーネットワーク会議」を開催したほか、県主催

事業においてグリーン電力証書を積極的に活用し、制度の周知を図った。

　⑥県有施設や学校、警察施設において、太陽光発電設備及び蓄電池等の整備を推進するとともに、

市町村等が行う太陽光発電設備や蓄電池等の導入事業に対し補助を実施した。

　⑦木質バイオマスのエネルギー利用を進めるために、平成25年度に実施した調査を基に、木質バイ

オマスエネルギー導入マニュアルを作成するとともに、木質バイオマス燃焼機器等の普及を図る

ために木質バイオマス利用推進講座を開催した。

政策５　未来を守る低炭素社会づくり
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◎主なモニタリング指標の状況

指標名（単位） 平成（年度）

目標値実績値

指標の説明

① 温室効果ガス排出量

（千ｔ－ＣＯ２）

20 21 22 23 24 2020年度までに1990

年度比で25％削減15,023 14,422 14,596 14,879 16,063

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、増加傾向にあります。

② 木質ペレット生産量(t) 22 23 24 25 26 （平成27年度）…

2,770ｔ2,579 2,571 2,444 2,714 3,067

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です。木質ペレットの生産量

は、新たな製造施設の稼働により生産量が増加しました。

◎主な取組状況

　①地域のＮＰＯ法人との協働による環境出前講座を行ったほか、クラブサポーターとコーディネー

ターを対象とした研修会の開催などによる「こどもエコクラブ」への活動支援を行った。

　②北東北三県共同で、多くの教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間を通して活用することが

出来る環境教材を作成し、県内全小学校に配布したほか、毎月１回メールマガジンを発行し、タ

イムリーな環境情報を県民へ提供した。

　③親子向けの環境学習・実践プログラムを運用するとともに、その説明会を兼ねたアドベンチャー

スクールなどを開催した。

　④「学校教育指導の方針と重点」において、環境教育を学校教育指導の重点項目の一つとして掲

げ、環境教育の推進を図った。

　⑤県立工業高校をモデル校に指定し、生徒の課題研究として、省エネをテーマとした取組を実施し

たことにより、実施校の生徒の節減意識が向上した。

　⑥県民、事業者、学校・団体の環境配慮行動を促す仕組みである「あおもりエコの環
わ

スマイルプロ

ジェクト」を全県で展開した。

　⑦節電等の取組について、ポータルサイトを通じて発信したほか、イベント等を通じて環境にやさ

しい買い物などに関する普及啓発を行い、県民や事業者の環境配慮行動を促進した。

◎主なモニタリング指標の状況

指標名（単位） 平成（年度）

目標値実績値

指標の説明

① 総合的な学習の時間で環境を

テーマとした学習活動を行っ

ている小中学校の割合（％）

22 23 24 25 26 （平成27年度）…

80％76.8 77.5 74.6 74.3 75.4

総合的な学習の時間で環境をテーマとした学習活動を行っている小中学校の割合は、70パーセント台

で推移しています。

政策６　社会全体で環境配慮に取り組む人づくり・システムづくり
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◎主な取組状況

　①国の補助金を財源として平成23年度末に造成した「青森県再生可能エネルギー等導入推進基金」

により、地域の防災拠点等に太陽光発電設備等の自立・分散型の再生可能エネルギー等の導入を

進めた。

　②東日本大震災に伴う災害廃棄物の広域処理を、受入れ可能な市町村と一体になって推進し、岩手

県と宮城県の災害廃棄物の処理は平成25年度末で完了した。

　③県内の管理型最終処分場６施設及び中間処理施設11施設について、その敷地境界における空間線

量率及び廃棄物の処理に伴い発生する排水、排ガス中の放射性物質濃度の測定を行い、放射性物

質の影響が確認されなかったことから、調査を終了した。

◎主なモニタリング指標の状況

指標名（単位） 平成（年度）

目標値実績値

指標の説明

① 防災拠点における再生可能エ

ネルギーの普及率（％）

23 24 25 26 （平成27年度）…

14.10％1.5 1.7 4.7 8.6

再生可能エネルギー等の地域資源を活用した災害に強い地域づくりの状況を示す指標で

す。この指標は、青森県再生可能エネルギー等導入推進基金事業を活用した自立・分散電

源（停電時でも使用可能な電源）の普及率であり、平成23年度は基金事業実施前の数値を

参考として記載しています。

② 県外災害廃棄物の受入量

（トン）

23 24 25 26
－

9,091 18,480 69,376 -

東日本大震災に伴う災害廃棄物の広域処理に協力したものであり、岩手県・宮城県の災害

廃棄物の受入れ処理は平成25年度で完了しています。

３　総括的検証

　　自然環境

　　　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。

　　　一方、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・生育環境の悪化や森林の多面的機能の低下などが懸念されています。

　　　私たちの重要な財産である豊かで美しい自然環境を適切に保全し、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。

　　水・大気等の生活環境

　　　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％前後で推移しており、おおむね良好な状態にあります。

　　　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

基準を達成しており、良好な状態にあります。

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

政策７　東日本大震災からの創造的復興に向けた環境分野での取組
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環境基準は全て達成されており、良好な状態にあります。

　　　今後とも、良好な生活環境を保全するため、下水道処理施設等の整備促進や生活排水対策の意

識啓発、公共用水域の水質監視等に取り組んでいく必要があります。

　　廃棄物

　　　平成25年度の一般廃棄物のごみ総排出量は約53万５千tで、前年度と比較して約５千t、1.0％

減少しましたが、県民１人１日当たりのごみ排出量は、前年度と同じ1,069gとなっています。

　　　平成25年度のごみのリサイクル率は、前年度と比較して0.5ポイント低下し13.7％となってい

ます。

　　　本県の場合、県民１人１日当たりのごみ排出量、リサイクル率ともに依然として全国下位に低

迷していることから、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必要がありま

す。

　　　一方、本県における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が、産業廃棄物の不法投棄等発見件数は、平成26年度は発見件数が

131件、うち解決件数が64件で、解決率は48.9％となっており、解決率は約５割で推移していま

す。

　　　しかしながら、依然、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理が後を絶たないことから、引き続

き、排出事業者や処理業者に対する立入調査や監視活動などを実施していく必要があります。

　　地球温暖化

　　　2012年度における本県の温室効果ガス排出量は、16,063t-CO2であり、青森県地球温暖化対

策推進計画における基準年である1990年度と比較して16.6％の増加となっています。

　　　本県の温室効果ガス排出量は、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、増加傾向にあります。

　　　低炭素社会づくりを進めるためには、省エネルギー性能の高い機器や住宅、自動車の普及を図

るとともに、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

いくための多様な取組を進めていく必要があります。

　　環境配慮に取り組む人づくり・システムづくり

　　　県が作成した環境教育プログラムにより、学校や地域で実施する「環境出前講座」に参加した

児童等の数は、近年約2,000人で推移しているほか、総合的な学習の時間で環境をテーマとした

学習活動を行っている小中学校の割合は、70％台で推移しています。

　　　一方、省エネやレジ袋の削減など環境に配慮した取り組みを行っている事業所や店舗を県が認

定する認定事業所数は、平成27年３月末現在で849件と着実に増えています。

　　　今後とも、「あおもりエコの環
わ

スマイルプロジェクト」を全県で展開するなど、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ていくとともに、子どもから大人までを対

象とした幅広い環境教育・学習機会の提供を進めていく必要があります。
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４　第５次青森県環境計画の策定経過

年　月　日 内　　　　　　　容

平成27年１月～２月 第５次青森県環境計画策定に係る県民等意識調査

平成27年３月～４月 第四次青森県環境計画に係る取組状況等の点検

平成27年４月20日 第１回第５次青森県環境計画策定庁内連絡会議（策定方針の検討）

平成27年５月19日 第１回第５次青森県環境計画策定検討有識者会議（策定方針の検討）

平成27年７月31日 第２回第５次青森県環境計画策定庁内連絡会議（骨子案（原案）の検討）

平成27年８月28日 第２回第５次青森県環境計画策定検討有識者会議（骨子案の検討）

平成27年10月21日 第３回第５次青森県環境計画策定庁内連絡会議（素案の検討）

平成27年10月29日 第３回第５次青森県環境計画策定検討有識者会議（素案の検討）

平成27年11月16日

　　　　　… ～

　　　　12月15日

・あおもり県民政策提案実施要綱に基づき、第５次青森県環境計画（素

案）についてパブリック・コメントを実施

・第５次青森県環境計画（素案）について市町村に意見照会

平成27年12月21日 第24回青森県環境審議会（第５次青森県環境計画の策定について報告）

平成28年２月８日 第25回青森県環境審議会（第５次青森県環境計画（案）の諮問・答申）

平成28年３月 計画策定
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５　青森県環境審議会委員名簿

（五十音順、平成27年12月１日現在）

氏　名 役　　　　職　　　　名 備　考

青 山 正 和 弘前大学農学生命科学部教授

鮎 川 恵 理 八戸工業大学工学部准教授

石 戸 良 治 青森県公衆浴場業生活衛生同業組合理事長

岩　間　たつ子 三沢市交通安全母の会会長

大　宮　千恵子 青森県漁協女性組織協議会理事

長 利 　 洋 北里大学獣医学部教授

熊 谷 浩 二 八戸工業大学大学院工学研究科教授 会　長

齊 藤 弘 子 青森大学薬学部教授

佐　藤　久美子 八戸工業高等専門学校准教授

佐 藤 　 巧 元日本地質学会会員

島 口 　 天 青森県立郷土館学芸主幹

嶋　中　由紀子 一般社団法人青森県建築士会女性委員会委員

進 藤 順 治 北里大学獣医学部教授

杉　澤　むつ子 青森県旅館ホテル生活衛生同業組合副理事長

鈴 木 拓 也 八戸工業大学工学部土木建築工学科准教授

對 馬 和 義 一般社団法人青森県猟友会会長

藤 　 公 晴 青森大学社会学部准教授

土 岐 　 𣳾 ひろさき環境パートナーシップ21運営委員

中 田 輝 子 つがる森林組合経理課長

鳴　海　冨美子 自然観察指導員

糠　塚　いそし 弘前大学大学院理工学研究科教授 副会長

沼 田 桃 子 特定非営利活動法人青森県消費者協会理事

橋 本 礼 子 青森県商工会女性部連合会副会長

長谷河　亜希子 弘前大学人文学部准教授

畑　中　志津子 ＡＭＬＳ（アムレス）協議会会長

針 生 倖 吉 日本野鳥の会青森県支部顧問

平 井 太 郎 弘前大学大学院地域社会研究科准教授

蛭 田 由 美 八戸学院短期大学学長補佐・看護学科教授

前 田 愛 子 十和田八幡平国立公園十和田、八甲田地区パークボランティア連絡会副会長

溝 江 康 徳 青森県地球温暖化防止活動推進員

村 上 秀 一 公益社団法人青森県医師会副会長

山 田 兼 博 白神案内山の会代表

山 田 昌 子 一般社団法人青森県ユネスコ協会理事
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６　第５次青森県環境計画策定検討有識者会議設置要綱

（設置）

第１　青森県環境の保全及び創造に関する基本条例（平成８年12月青森県条例第43号）第10条の規定

に基づく青森県環境計画の策定に係る検討を行うため、学識経験者等を委員とする第５次青森県環

境計画策定検討有識者会議（以下「有識者会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２　有識者会議の所掌事務は次のとおりとする。

　　第四次青森県環境計画に掲げられた施策の推進状況等に関する検証を行い、意見を述べるこ

と。

　　第５次青森県環境計画案について検討を行い、意見を述べること。

（組織）

第３　有識者会議は、委員７人以内をもって構成する。

２　委員は、学識経験者等から知事が委嘱する。

３　委員の任期は、委嘱の日から平成28年３月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

（議長等）

第４　有識者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２　議長は、有識者会議を代表し、会務を総理する。

３　議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代理する。

（会議）

第５　有識者会議の会議は、環境生活部長が招集する。

２　議長は、必要と認める者に対して、有識者会議への出席を求め、その説明又は意見を求めること

ができる。

（庶務）

第６　有識者会議の庶務は、環境生活部環境政策課において処理する。

（その他）

第７　この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、環境生活部長が別に定

める。

　　附　則

　この要綱は、平成27年４月１日から施行する。
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７　第５次青森県環境計画策定検討有識者会議委員名簿

（平成27年４月１日現在）

分　野 氏　名 役　　　　職　　　　名 備　考

自然環境
進 藤 順 治 北里大学獣医学部教授

鈴 木 拓 也 八戸工業大学工学部土木建築工学科准教授

生活環境
糠　塚　いそし 弘前大学大学院理工学研究科教授 議　長

沼 田 桃 子 特定非営利活動法人青森県消費者協会理事

快適環境 稲 見 公 介 稲見建築設計事務所主宰

地球環境 渋 谷 拓 弥 青森県地球温暖化防止活動推進センター長

環境教育 藤 　 公 晴 青森大学社会学部准教授
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８　第５次青森県環境計画策定庁内連絡会議設置要綱

（目的）

第１　青森県環境の保全及び創造に関する基本条例（平成８年12月青森県条例第43号）第10条の規定

に基づき第５次青森県環境計画を策定するに当たり、計画案の検討等を行うため、第５次青森県環

境計画策定庁内連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。

（所管事項）

第２　連絡会議の所管事項は、次のとおりとする。

　　第５次青森県環境計画案の検討

　　その他第５次青森県環境計画の策定に必要となる事項の検討

（構成員）

第３　連絡会議は、別表に掲げる課（以下「関係課」という。）の長が指名する関係課所属職員によ

り構成する。

２　連絡会議の議長は、環境生活部環境政策課長を持って充てる。

３　議長は、必要に応じて、第１項による構成員以外の者を連絡会議の会議に出席させ、意見を聴く

ことができる。

（会議）

第４　連絡会議の会議は、環境生活部環境政策課長が招集する。

（庶務）

第５　連絡会議の庶務は、環境生活部環境政策課において処理する。

（その他）

第６　この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は環境生活部環境政策課長が

別に定める。

　　附　則

　この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

別表（要綱第３関係）

部　局　等 課 部　局　等 課

総務部 財政課 県土整備部 監理課

企画政策部 企画調整課 観光国際戦略局 観光企画課

環境生活部 県民生活文化課 エネルギー総合対策局 エネルギー開発振興課

健康福祉部 健康福祉政策課 教育庁 教育政策課

商工労働部 商工政策課 警察本部 総務室総務事務推進課

農林水産部 農林水産政策課
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９　青森県環境の保全及び創造に関する基本条例

平成８年12月24日　

青森県条例第43号　

目次

　前文

　第一章　総則（第一条―第八条）

　第二章　環境の保全及び創造に関する基本的施策

　　第一節　施策の基本方針（第九条）

　　第二節　環境計画（第十条）

　　第三節　環境の保全及び創造のための施策等（第十一条―第二十三条）

　　第四節　地球環境の保全の推進等（第二十四条・第二十五条）

　第三章　環境の保全及び創造のための施策の推進（第二十六条―第二十九条）

　附則

　　私たちのふるさと青森県は、本州の最北端に位置し、三方を海に囲まれ、陸奥湾を抱え込むよう

に東に下北半島、西に津軽半島が北方に伸び、変化に富んだ美しい海岸線を擁している。また、原

生的なブナ林に覆われた世界遺産である白神山地をはじめとした緑の山々、豊かな森林にはぐくま

れた水を源とする多くの清流や湖沼など豊かで美しい自然に恵まれている。

　　四季折々の変化に富んだ豊かで美しい自然と私たちの先人のたゆまぬ努力は、悠久の歴史の中で

特色ある北国の文化をはぐくんできた。私たちは、各地で存在する縄文の遺跡、中世及び近世の城

跡、寺社及び工芸品など、そして、各地の郷土色豊かな風俗慣習、民俗芸能などに心の安らぎや郷

土への誇りと愛着を感ずることができる。

　　私たちは、このような環境から多くの恵みを受けてきたが、資源やエネルギーの大量消費と大量

の廃棄物を伴う都市化の進展や生活様式の変化は、生活の利便性を高める一方で、大気、水、そし

て土壌の汚染をはじめとする様々な問題をもたらし、私たちの生活の安全性を脅かすとともに、地

球全体の環境にも大きな影響を及ぼすようになってきた。

　　このような状況の中、私たちは、ふるさとに残る豊かで美しい自然とそのもたらす恵沢を後世に

伝えていく責務を負っている。このため、すべての県民の参加と連携により、私たちの日常生活や

事業活動と環境の調和を図りながら、豊かで美しい青森県の環境の保全と創造を目指し、さらには

地球的規模の環境問題への地域からの取組を推進することを決意し、この条例を制定する。

　　第一章　総則

（目的）

第一条　この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の

責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、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し、もって現在及び将来の県民

の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条　この条例において｢環境への負荷｣とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環

境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

２　この条例において｢地球環境の保全｣とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊

の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を

及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活

の確保に寄与するものをいう。
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３　この条例において｢公害｣とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って

生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化する

ことを含む。以下同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削

によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財

産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が

生ずることをいう。

（基本理念）

第三条　環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が県民の健康で文化的な生活に欠くことがで

きないものであることにかんがみ、広く県民がその恵沢を享受するとともに、これが将来の県民に

継承されるよう適切に行われなければならない。

２　環境の保全及び創造は、多様な自然に恵まれた本県の地域特性を生かし、人と自然との調和が確

保されるよう適切に行われなければならない。

３　環境の保全及び創造は、すべての者の参加と公平な役割分担の下に、すべての者が環境の保全及

び創造に関する行動に自主的かつ積極的に取り組むことによって、環境への負荷の少ない持続的発

展が可能な社会が構築されることを旨として行われなければならない。

４　地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来にわたって

確保する上での課題であることにかんがみ、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進

されなければならない。

（県の責務）

第四条　県は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念（以下「基本理念」という。）…

にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する

ものとする。

第五条　削除

（事業者の責務）

第六条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減そ

の他環境の保全のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２　前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全及

び創造に自ら努めるとともに、県が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努め

なければならない。

（県民の責務）

第七条　県民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければなら

ない。

２　前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとと

もに、県が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するよう努めなければならない。

（青森県環境白書）

第八条　知事は、毎年、環境の状況、環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした

青森県環境白書を作成し、これを公表しなければならない。

　　第二章　環境の保全及び創造に関する基本的施策

　　　第一節　施策の基本方針

（施策の基本方針）

第九条　県は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、基本

理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行うものとする。
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　一　人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大

気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

　二　生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるととも

に、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に

保全されること。

　三　人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

　四　身近な緑と水辺及び優れた景観の保全及び創造、歴史的文化的資源の活用等により、潤いと安

らぎのある環境が保全され、及び創造されること。

　五　環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるよう、資源の循環的な利用、エネ

ルギーの有効利用、廃棄物の減量等が促進されること。

　六　地球環境の保全に適切な配慮がなされること。

　　　第二節　環境計画

（環境計画）

第十条　知事は、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（以下

｢環境計画｣という。）…を定めなければならない。

２　環境計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

　一　環境の保全及び創造に関する目標

　二　環境の保全及び創造に関する施策の方向

　三　環境の保全及び創造に関する配慮の指針

　四　その他環境の保全及び創造に関する重要な事項

３　知事は、環境計画を定めようとするときは、あらかじめ、青森県環境審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。

４　知事は、環境計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前二項の規定は、環境計画の変更について準用する。

　　　第三節　環境の保全及び創造のための施策等

（施策の策定等に当たっての配慮）

第十一条　県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実施するに当たって

は、環境計画との整合を図り、環境の保全及び創造について配慮するものとする。

（環境影響評価の推進）

第十二条　県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その

事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評

価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進する

ため、必要な措置を講ずるものとする。

（規制の措置）

第十三条　県は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるも

のとする。

２　県は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為に関

し、必要な規制の措置を講ずるものとする。

３　前二項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講

ずるよう努めるものとする。

（誘導的措置）

第十四条　県は、事業者又は県民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他

の環境の保全及び創造のための適切な措置をとることとなるよう誘導するため、必要な措置を講ず
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るものとする。

（環境の保全に関する施設の整備等）

第十五条　県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び絶滅

のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進す

るため、必要な措置を講ずるものとする。

２　県は、下水道その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その

他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

３　県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のた

めの事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

４　県は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係

る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。

（潤いと安らぎのある環境の保全及び創造）

第十六条　県は、潤いと安らぎのある環境を保全し、及び創造するため、緑と水に親しむことのでき

る生活空間の整備、美しい自然景観をはじめとする優れた景観の形成、歴史的文化的遺産の保全等

が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

（資源の循環的な利用等の促進）

第十七条　県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び県民による資源の循環的な利用、エネ

ルギーの有効利用、廃棄物の減量及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製

品、役務等の利用（以下｢資源の循環的な利用等｣という。）が促進されるよう必要な措置を講ずる

ものとする。

２　県は、県の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用等に

率先して努めるものとする。

（環境管理の促進）

第十八条　県は、事業者が行う環境管理（事業者が、その事業活動の実施に当たって、自主的に環境

の保全及び創造に関する方針及び目標を定め、その方針及び目標を達成するための計画を策定して

実施し、その実施状況を点検して必要な是正の措置を講じ、並びにこれらについて客観的な監査を

行う一連の取組をいう。）を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

（教育及び学習の振興等）

第十九条　県は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全及び創造に関す

る広報活動の充実により、事業者及び県民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに

これらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措

置を講ずるものとする。

（民間団体等の自発的な活動の促進）

第二十条　県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下｢民間団体等｣という。）

が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促

進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

（情報の提供）

第二十一条　県は、第十九条の環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団

体等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利

益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供す

るものとする。

（調査の実施及び監視等の体制の整備）

第二十二条　県は、環境の状況の把握に関する調査その他の環境の保全及び創造に関する施策の策定
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に必要な調査を実施するものとする。

２　県は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必

要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

（放射性物質による大気の汚染等の防止についての配慮）

第二十三条　県は、環境の保全に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、放射性物

質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止について特に配慮するものとする。

　　　第四節　地球環境の保全の推進等

（地球環境の保全の推進）

第二十四条　県は、地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

２　県は、国等と連携し、環境の保全に関する調査、研究、情報の提供等を行うことにより、地球環

境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

（地球環境の保全に資する行動計画）

第二十五条　知事は、県、事業者及び県民がそれぞれの役割に応じて地球環境の保全に資するように

行動するための計画を定め、その普及及び啓発を行うとともに、これに基づく行動が推進されるよ

うにしなければならない。

　　第三章　環境の保全及び創造のための施策の推進

（国及び他の地方公共団体との協力）

第二十六条　県は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこ

れを実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

（市町村への支援）

第二十七条　県は、市町村が環境の保全及び創造に関する施策を行う場合には、これを支援するよう

努めるものとする。

（県民の意見の反映）

第二十八条　県は、環境の保全及び創造に関する施策に県民の意見を反映させるため、必要な措置を

講ずるものとする。

（財政上の措置）

第二十九条　県は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずる

よう努めるものとする。

　　附　則　（抄）

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　　附　則　（抄）

１　この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
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