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（資料編） 

第１章　総則 

（目的） 

第１条　この条例は、本市におけるより質の高い環境の保全及び創造とゆとりと潤いのある快適な地

　域づくりの実現のため、環境の保全及び創造に関する基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民

　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を総合的かつ計画的に推進し、

　もって現在及び将来の市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２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷　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。 

１．会津若松市環境基本条例 

平成９年３月28日公布 

会津若松市条例第18号 

目次 

前文 

第１章　総則（第１条－第６条） 

第２章　環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等（第７条－第９条） 

第３章　環境の保全及び創造に関する活動の支援等（第10条－第14条） 

附則

　わたしたちのまちは、雄大な自然と史跡若松城跡に代表される豊富な歴史的文化遺産の中で、今日 

まで着実な発展を続けてきた。

　しかしながら、近年の都市化の進展や生活様式の変化等に伴い、本市においても新たな課題として 

都市型及び生活型公害の発生や廃棄物の増加及び不法投棄等の問題が顕在化してきており、さらに、 

元来自然が持つ浄化能力を上回る生産活動や消費活動そのものが直接、間接に地球規模で環境に影響 

を与えていることから、新たな対応が求められている。

　健全で恵み豊かな環境の下に、健康で文化的な生活を営むことは市民の権利であり、わたしたち 

は、この良好な環境を保全及び創造し、将来の世代に継承していくべき責務を有している。

　このような認識の下、市民、事業者及び行政のすべての者の協力と働きかけによって、環境への負 

荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築し、人と自然が共生できる会津若松市の実現を目指し、こ 

の条例を制定する。 
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(3) 公害　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。）、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３条  環境の保全及び創造は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが市民の健康で文

　化的な生活に欠くことのできないものであるとの認識に立ち、現在及び将来の市民が健全で恵み豊

　かな環境の恵沢を享受できるようにするため、環境資源及び自然の生態系に十分配慮し、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、すべての者の協力と働きかけによって行われなければならない。 

３　地球環境保全は、あらゆる事業活動及び日常生活において自主的かつ積極的に推進されなければ

　ならない。 

４　前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全及び創造

　に関する施策に積極的に協力する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５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、これに伴って生ずる公

　害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講ずる責務を有する。 

２　事業者は、基本理念にのっとり、環境保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売そ

　の他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にそ

　の適正な処理が図られることとなるよう必要な措置を講ずる責務を有する。 

３　事業者は、基本理念にのっとり、環境保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売そ

　の他の事業活動を行うに当たっては、環境への負荷を低減させるため、必要な措置を講ずる責務を

　有する。 

（市の責務） 

第４条  市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市民の健康で文化

　的な生活を確保するため、次章及び第三章に規定する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、及び実施する責務を有する。 

(2) 地球環境保全　人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層破壊の進行、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市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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（市の施策の策定等に当たっての配慮） 

第９条 市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造に配慮するとともに環境基本計

　画との整合を図るものとする。 

(３)　人と自然との豊かな触れ合いの確保並びに良好な景観の創造と保全及び歴史的文化遺産の保全

　を図ること。 

(４)　資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等の推進を図ること。 

(５)　地球環境保全及び環境への負荷の低減を図ること。 

４　市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

５　環境基本計画を変更する場合は、前二項の規定を準用する。 

（環境基本計画の策定及び公表） 

第８条  市長は、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、会津若松市

　環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めるものとする。 

２　環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向 

(2) 前号に掲げるもののほか、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

　に必要な事項 

３　市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映するよう必要な措置を講じなけ

　ればならない。 

（市民の責務） 

第６条 　市民は基本理念にのっとり、日常生活から生ずる環境の保全上の支障の防止に努める責務を

　有する。 

２　前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全及び創造に関

　する施策に積極的に協力する責務を有する。 

第２章　環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等 

（施策の基本方針） 

第７条  市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、

　次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなけ

　ればならない。 

(１)　公害を防止し、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することに

　より、市民の健康を保護し、生活環境及び自然環境を適正に保全すること。 

(２)　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を図るとともに、森

　林、農地、水辺地等における多様な自然環境の保全及び回復を図り、人と自然が健全に共生できる

　良好な環境を確保すること。 
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第３章　環境の保全及び創造に関する活動の支援等 

（情報の収集） 

第10条　市は、環境の保全及び創造に関する情報を積極的に収集するものとする。 

（情報の提供） 

第11条　市は、環境の保全及び創造に関する情報を積極的に提供するものとする。 

（環境教育及び学習の促進） 

第12条　市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興を図り、すべての者が環境の保全

　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。 

（自主的活動の支援） 

第13条　市は、事業者、市民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う環境の保全及び

　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。 

（国及び他の地方公共団体との連携） 

第14条　市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国及び他

　の地方公共団体と連携しながら、推進するよう努めるものとする。 

附　則 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 
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（目的） 

第１条　この条例は、会津若松市環境基本条例（平成９年会津若松市条例第18号）第３条に定める

　基本理念にのっとり、法令に特別の定めがある場合を除くほか、生活環境の保全等について、市、

　事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境

　の保全及び創造に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）生活環境の保全等　大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及

　び生活環境（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。）の保全及び創造を図ることをいう。 

（２）公害　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。）、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に係る被害が生ずることをいう。 

平成１２年３月３１日公布 

会津若松市条例第16号 

目次 

第１章　総則（第１条－第２条） 

第２章　市、事業所及び市民の責務（第３条－第10条） 

第３章　公害の防止（第11条－第15条） 

第４章　ポイ捨て等の禁止（第16条－第26条） 

第５章　都市型及び生活型公害の防止（第27条－第30条） 

第６章　地球環境保全のための努力義務（第31条－第32条） 

第７章　補則（第33条－第39条） 

第８章　罰則（第40条－第44条） 

附則 

第１章　総則 

（３）環境への負荷　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。 

（４）空き缶等　飲食料品を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙く

　ずその他これらに類する物で、捨てられ、又は放置されることにより散乱の原因となるものをい

　う。 

２．会津若松市生活環境の保全等に関する条例 
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第２章　市、事業者及び市民の責務 

（市の責務） 

第３条　市は、公害を未然に防止する等生活環境の保全等に努め、もって現在及び将来の市民の健康

　で快適な生活を確保しなければならない。 

（５）ポイ捨て　空き缶等をみだりに捨てること又は放置することをいう。 

（６）回収容器　空き缶等を回収する容器で規則で定めるものをいう。 

（７）持帰り飲食料品　屋外において容易に飲食できる飲食料品であって、これを収納する容器そ

　の他これに類する物が捨てられ、又は放置されることにより散乱の原因となるものをいう。 

（８）公共の場所等　公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地又は施設をいう。 

（９）自転車　道路交通法（昭和35年法律第 105号）第２条第１項第11号の２に規定する自転車

　をいう。 

（10）自転車の放置　公共の場所等において、自転車の利用者等（利用者、所有者及び管理者をい

　う。以下同じ。）が自転車から離れてこれを直ちに移動することができない状態をいう。 

（11）公共用水域　河川、湖沼その他公共用に供される水域及びこれに接続する公共溝きょ、か

　んがい用水路その他公共用に供される水路（下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第３号に

　規定する公共下水道及び同条第４号に規定する流域下水道であって、同条第６号に規定する終末

　処理場を設置しているもの（その流域下水道に接続する公共下水道を含む。）、会津若松市農業

　集落排水処理施設条例（平成10年会津若松市条例第26号）第３条第１項に規定する農業集落排

　水処理施設その他これらに類する施設を除く。）をいう。 

（12）小規模焼却炉　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第５

　条第１項に規定するごみ処理施設である焼却施設以外の焼却施設をいう。 

（13）一般廃棄物　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第２条第２項

　に規定する一般廃棄物をいう。 

（14）野焼き　一般廃棄物を処理することを目的として、焼却施設を用いずに一般廃棄物を焼却す

　ることをいう。 

（15）地球環境保全　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、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市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

（16）自動車等　道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条第２項に規定する自動車及び同

　条第３項に規定する原動機付自転車をいう。 

（施設の整備） 

第４条　市は、生活環境の保全等のため、必要な施設の整備に努めなければならない。 
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（市民の責務） 

第10条　市民は、生活環境の保全等のため、日常生活から生ずる環境への負荷の低減に努めなけれ

　ばならない。 

２　市民は、生活環境の保全等に関する取組を自ら積極的に行うよう努めなければならない。 

３　前２項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境施策に協力しなければならない。 

（市民意識の啓発） 

第７条　市は、生活環境の保全等のため、市民に対して生活環境の保全等に関する知識の普及及び意

　識の啓発に努めなければならない。 

（環境保全協定） 

第８条　市は、工場又は事業場の規模、業態、立地条件等から総合的に判断し、生活環境の保全等の

　ために必要があると認めるときは、当該工場又は事業場を設置する事業者に対し、環境保全協定の

　締結を申し入れるものとする。 

２　事業者は、前項の規定による協定締結の申入れがあったときは、これに応じなければならない。 

（事業者の責務） 

第９条　事業者は、生活環境の保全等のため、事業活動から生ずる環境への負荷の低減に努めなけれ

　ばならない。 

２　事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、自らの責任と負担において必要な

　措置を講じなければならない。 

３　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公害の生ずるおそれがあるものを厳重に管理する

　とともに、公害その他市民の生活環境に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、速やかにそ

　の解決に努めなければならない。 

４　前３項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境施策に協力しなければならない。 

（調査、監視及び公表） 

第５条　市は、生活環境の保全等のため、市域の生活環境に関する必要な調査、監視及び研究に努め

　なければならない。 

２　市は、前項の調査等を迅速かつ的確に行うために必要な測定機器、施設及び組織の効果的な整備

　に努めなければならない。 

３　市は、第１項の調査等の結果明らかになった市域の生活環境の状況を公表しなければならない。 

（苦情の処理） 

第６条　市は、公害及び生活環境の悪化に関する苦情があったときは、その実情を調査し、必要に応

　じ県その他の関係機関と協力し、その適切な処理に努めなければならない。 
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（公害防止計画の提出命令） 

第11条　市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき

　は、規則で定めるところにより、当該事業者に対し、期限を定めて公害防止計画（以下「防止計画

　」という。）の提出を命ずることができる。 

２　市長は、前項の規定により防止計画の提出を命ずるときは、当該防止計画に記載すべき事項を示

　して行わなければならない。 

（計画変更命令） 

第12条　市長は、前条第１項の規定により提出された防止計画が公害を防止するために適切でない

　と認めるときは、当該防止計画の変更を命ずることができる。 

（実施命令） 

第13条　市長は、事業者が第11条第１項の規定により提出した防止計画又は前条の規定により変更

　を命じられた防止計画において定めた措置を講じないときは、当該事業者に対し、期限を定めて当

　該措置の実施を命ずることができる。 

（緊急時の協力要請等） 

第14条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は排出水の量

　の減少について協力を求めることができる。 

（１）気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康を害し、又は生活環境を損なうおそれがあ

　ると認めるとき。 

（２）異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康を害し、又は生活環境

　を損なうおそれがあると認めるとき。 

２　事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、速やかにばい煙又は排出水の量の減少に

　ついて適切な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、当該措置の状況を市長に報告し

　なければならない。 

（報告） 

第15条　事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める事項を直ちに市長に報

　告しなければならない。 

（１）その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、これ

　らの公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況 

（２）その者の管理する施設について故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故に

　より公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、当該事故の状況並びに当該

　事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画 

２　市長は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、公害

　の防止に関して必要な事項の報告を求めることができる。 

第３章　公害の防止 
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（届出済証） 

第20条　市長は、前条第１項の規定による届出があったときは、届出者に対し、届出済証を交付す

　るものとする。 

２　届出者は、当該自動販売機の見やすい箇所に届出済証を貼ちょう付しておかなければならない。 

３　届出者は、当該届出済証を忘失し、又はき損したときは、その事実を知った日から１５日以内に

　その旨を市長に届け出なければならない。 

（宣伝物の散乱防止） 

第21条　公共の場所等において宣伝物、印刷物その他の物（以下この条において「宣伝物」という。

　）を配布し、又は配布させた者は、当該配布場所及びその周辺において宣伝物が散乱したときは、

　速やかに回収する等必要な措置を講じなければならない。 

（犬のふんの放置の禁止） 

第22条　犬の所有者（所有者以外の者が管理するときは、その者を含む。）は、その犬がふんをした

　ときは、これを放置してはならない。 

（ごみ持帰りの努力義務） 

第16条　何人も、屋外において自ら発生させたごみを持ち帰り、ごみの散乱を防止するよう努めなけ

　ればならない。 

（ポイ捨ての禁止） 

第17条　何人も、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。 

（回収容器の設置義務等） 

第18条　自動販売機による飲食料品の販売者は、空き缶等のポイ捨てを防止するために、規則で定め

　るところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。 

２　持帰り飲食料品の販売者は、空き缶等のポイ捨てを防止するために必要な措置を講じなければな

　らない。 

（自動販売機の設置届出義務等） 

第19条　自動販売機による飲食料品の販売者は、その設置する自動販売機（規則で定める自動販売機

　を除く。以下同じ。）ごとに、あらかじめ、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。 

２　前項の規定による届出をした者（その地位を承継した者を含む。以下「届出者」という。）は、

　届出事項に変更（規則で定める軽微な変更を除く。）が生じたときは、その日から３０日以内にそ

　の旨を市長に届け出なければならない。 

３　届出者は、当該自動販売機の設置を廃止したときは、その日から３０日以内にその旨を市長に届

　け出なければならない。 

第４章　ポイ捨て等の禁止 
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（迷惑騒音等の発生防止） 

第30条　何人も、他人の迷惑となる騒音、振動、悪臭及びばい煙を発生させないよう努めなければな

　らない。 

第５章　都市型及び生活型公害の防止 

（公共用水域の水質汚濁の防止） 

第27条　何人も、公共用水域の水質保全を図るため、洗剤等を適正に使用し、調理くず、食用油、残

　飯等を公共用水域に流入させないよう努めなければならない。 

（小規模焼却炉による自家焼却の自粛） 

第28条　何人も、小規模焼却炉による一般廃棄物の自家焼却の自粛に努めなければならない。 

（野焼きの禁止） 

第29条　何人も、一般廃棄物の野焼きを行ってはならない。 

（自転車の放置に対する措置） 

第24条　市長は、公共の場所等に自転車が放置されている場合において、良好な生活環境を保持す

　るために必要があると認めるときは、当該自転車の利用者等が自ら当該自転車を駐輪場その他の

　適切な場所に移動すべき旨の警告書を当該自転車に取り付けることができる。 

２　市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経過してもなお自転車

　が放置されているときは、当該自転車を撤去し、保管することができる。 

（保管した自転車の措置） 

第25条　市長は、前条第２項の規定により自転車を撤去し、保管したときは、規則で定める事項を

　告示するとともに、当該自転車の利用者等に当該自転車を返還するために必要な措置を講じなけ

　ればならない。 

２　前項の規定による告示の日から起算して６月（次項において「保管期間」という。）を経過して
　もなお、利用者等が引き取らない自転車又は利用者等が不明の自転車の所有権は、市に帰属する。 
３　市長は、保管期間の経過前においても、第１項の規定による告示の日から相当な期間を経過して
　もなお当該自転車を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するとき 
は、
　当該自転車について売却、廃棄等の処分をすることができる。 

（空き地の適正管理） 

第26条　空き地の所有者（所有者以外の者が管理するときは、その者を含む。）は、当該空き地の雑

　草、枯れ草等を除去し、清潔の保持に努めることにより、近隣住民の生活環境を損なわないよう当

　該空き地を適正に管理しなければならない。 

（自転車の放置の禁止） 

第23条　何人も、公共の場所等（駐輪場を除く。次条において同じ。）において自転車の放置をし

　てはならない。 
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第６章　地球環境保全のための努力義務 

（指導及び助言） 

第36条　市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し、指導又は助

　言を行うことができる。 

第７章　補則 

（生活環境保全推進員） 

第33条　市長は、第４章及び第５章に規定する事項の達成を図るため、生活環境の保全等に関する情

　報の収集、提供、啓発、指導その他の活動を行う生活環境保全推進員を置くものとする。 

（生活環境保全重点区域の指定） 

第34条　市長は、生活環境の保全等のため、空き缶等のポイ捨て、犬のふんの放置及び自転車の放置

　を特に防止する必要があると認める区域を生活環境保全重点区域に指定することができる。 

２　市長は、前項の規定による指定をするときは、これを告示しなければならない。指定した区域を

　変更し、又は解除するときも、同様とする。 

（立入調査） 

第35条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定した職員に、公害を発生し、若しくは

　発生するおそれがあると認められる工場若しくは事業場、空き缶等が散乱している土地、自動販売

　機が設置されている土地、犬のふんが放置されている土地、適正な管理が行われていない空き地又

　は一般廃棄物の野焼きが行われている土地に立ち入り、当該施設又は設備その他の物件について必

　要な調査をさせることができる。 

２　前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があっ

　たときは、これを提示しなければならない。 

３　第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

（地球環境保全のための努力義務） 

第31条　何人も、生活環境の保全等に関する取組に当たり、地球環境保全が重要であるとの意識を持

　ち、節電、節水、リサイクル等を推進し、環境への負荷の少ない生活様式の確立に努めなければな

　らない。 

（自動車等の利用者等の努力義務） 

第32条 自動車等の利用者等は、自動車等の必要な整備及び適正な運転に心がけるとともに、不必要な

　アイドリングをしないこと及び公共交通機関、自転車等を利用することにより自動車等から発生す

　る排出ガス、騒音及び振動を低減し、地球環境保全に努めなければならない。 
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第42条  次の各号の一に該当する者は、３万円以下の罰金に処する。 

（１） 第14条第２項又は第15条第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

　をした者 

（２） 第35条第１項の規定による調査を拒み、妨げ又は忌避した者 

第43条　第38条第１項又は第２項の規定による命令に違反した者は、２万円以下の罰金に処する。 

第44条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業

　務に関して第40条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

　対しても、各本条の罰金刑を科する。 

附　則 
（施行期日） 
１　この条例は、平成12年10月１日から施行する。 
（会津若松市公害防止条例の廃止） 
２　会津若松市公害防止条例（昭和48年会津若松市条例第27号。次項において「旧条例」とい 

う。）

　は、廃止する。 

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

５　この条例の施行の際現に自動販売機を設置し飲食料品を販売する者に対する第19条第１項の規

　定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成12年10月31日までに」とする。 

（経過措置） 

３　この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、報告その他の行為は、この条例の相当規

　定によりなされた処分、報告その他の行為とみなす。 

（命令） 

第38条　市長は、公共の場所等において第17条の規定に違反してポイ捨てをした者に対し、規則で

　定めるところにより、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

２　市長は、公共の場所等において第22条の規定に違反して犬のふんを放置した者に対し、規則で定

　めるところにより、ふんの回収その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

（委任） 

第39条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第８章　罰則 

第40条　第13条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。 

第41条  第11条第１項の規定による命令に違反した者は、５万円以下の罰金に処する。 

（勧告） 

第37条　市長は、第18条第１項、第19条第１項若しくは第２項、第21条、第26条又は第29条の

　規定に違反している者に対し、規則で定めるところにより、適当な措置を講ずるよう勧告すること

　ができる。 
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３．計画策定の経過と組織 

(*1)「推進会議」とは、「会津若松市環境保全推進会議」の略。平成９年に（環境基本計画策定時 

に）設置したもので、副市長、会津若松市部設置条例（平成11年会津若松市条例第38号）第２条に 

規定する部の長、教育委員会事務局教育部長及び水道部長により構成されており、改訂を含む環境基 

本計画の策定を主な所掌事務としています。なお、協議及び調整を目的とし、推進会議に関係課長等 

により構成する幹事会を置いています。 

(*2)「パブリックコメント」とは、条例や計画などの一定の政策の策定に際し、①政策の案と資料を 

公表し、②それに対する意見や情報を広く募集し、③寄せられた意見等を考慮して政策を決定すると 

ともに、④その意見等に対する考え方等を公表することをいいます。 

年　月 庁内組織 環境審議会 市民からの意見聴取 議　会 

平成１９年 

２月 ■改訂の進め方につい 
て(7) 

■改訂に係る予算審議 

■市民意識調査実施 
（２月下旬～5月中旬、 
一般市民、児童・生 
徒、教員、保護者） 

３月 ■改訂資料収集

　　■市民意識調査
　　　回収入力 

４月 
■市民意識調査追加実 
施（４月中旬～５月中 
旬、各支所・市民セン 
ター等へ設置、5月上旬 
～5月下旬各区長へ依 
頼） 

５月 　　　　■課内素案
　　　　　作成 

６月 ■市民意識調査
　集計分析 

７月 

８月 ■各課意見聴取 

■環境団体意見聴取 

９月 
■市民意識調査
　結果製本 

１０月 
■幹事会（庁内素案審 
議）(25) 

■市民意識調査結果公 
表 

１１月 ■企画副参事会議(15) 

■新委員公募、関係機 
関推薦依頼 
■審議会１回目（ﾊﾟﾌﾞ 
ﾘｯｸｺﾒﾝﾄ公表内容説明） 
(31) 

１２月 ■推進会議(*1)（ﾊﾟﾌﾞ 
ﾘｯｸｺﾒﾝﾄ(*2)公表内容決 
定）(26) 

１月 ■委員会協議会（ﾊﾟﾌﾞ 
ﾘｯｸｺﾒﾝﾄ公表内容説明） 
(25) 

平成２０年 

２月 ■審議会２回目（新委 
員委嘱状交付・諮問） 
(19) 

■ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施 ■庁議（諮問案決定） 
(18) 

３月 
■審議会３回目（審 
議）(25) 

４月 
■推進会議（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒ 
ﾝﾄ結果、答申内容説 
明）(28) 

■審議会４回目（審 
議・答申内容検討） 
(10) 
■答申(18) 

５月 ■企画副参事会議(8) 
■庁議（改訂内容決 
定）(12) 
■改訂版・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 
結果公表 

■委員会協議会（ﾊﾟﾌﾞ 
ﾘｯｸｺﾒﾝﾄ結果、改訂版送 
付） 
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会津若松市環境審議会委員名簿 

会　長 遠 藤 信 男 　旧河東町保健委員会会長 

副会長 坂 内 君 子 　ＪＡあいづ女性部北会津支部 

「環境審議会」は、環境行政に関心を持つ市民、学識経験者、関係団体の代表者等から構成する市長 
の付属機関です。

　(任期：平成18年2月17日から平成２０年２月16日)

　(任期：平成20年2月19日から平成２2年２月18日) 

氏　　　名 所　　　　属 

氏　　　名 所　　　　属 

会　長 遠 藤 信 男 　旧河東町保健委員会会長 

副会長 五 十 嵐 悟 　環境行政に関心を持つ市民（公募） 

委　員 渡 部 由 美 子 　環境行政に関心を持つ市民（公募） 

坂 内 君 子 　ＪＡあいづ女性部北会津支部 

中 島 昭 子 　会津若松商工会議所女性会 

横 山 美 津 子 　会津若松市環境フェスティバル実行委員会 

小 池 達 哉 　福島県弁護士会会津若松支部 

高 須 誠 　社団法人　会津若松医師会 

西 村 政 子 　公立大学法人　会津大学短期大学部 

小 松 憲 弘 　福島県会津地方振興局 

園 部 俊 和 　会津若松市立小中学校長協議会 

大 串 弘 哉 　国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所 

委　員 武 藤 駿 　環境行政に関心を持つ市民（公募） 

安 達 忍 　環境行政に関心を持つ市民（公募） 

平 出 恵 美 子 　会津若松商工会議所女性会 

横 山 美 津 子 　会津若松市環境フェスティバル実行委員会 

小 池 達 哉 　福島県弁護士会会津若松支部 

高 須 誠 　社団法人　会津若松医師会 

西 村 政 子 　公立大学法人　会津大学短期大学部 

園 部 俊 和 　会津若松市立小中学校長協議会 

大 串 弘 哉 　国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所 

小 松 憲 弘 　福島県会津地方振興局 
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４．計画づくりにおける市民からの意見・要望や情報

　これは、本基本計画の第１編第２章第５節に記載したアンケート調査の自由意見欄に記載されたも 

の、及び環境団体から出された意見を、分類し転記したものです。 

〈人の健康を保護するまちをめざして〉 

（１）大気汚染による健康被害の防止

　○運動不足解消のためにも、自転車の利用を市で勧めてみてはどうか。

　○バスや電車を使って外出したくても、不便だと思う。

　○バスや、汽車の利用が不便で通勤、通学に自家用車が不可決であるので、利用しやすい

　　公共機関に改善してもらいたい。

　○車社会であるが、排気ガスは大きな問題である。堤、居合近辺には近間に食料品の購入

　　出来る店舗が皆無になった。当然車を使っての買物となる。微々たるものであるが排気

　　ガスは増える筈、車のある人はそれで良いかも知れないが、高齢者で車に縁のない人は

　　日常の生活に困窮していると聞く。この地域の高齢者の生活環境を充実させる意味でも

　　近間にショッピングの出来る店舗を、市や商工会議所あるいは商業関係の団体等が協議

　　して是非設けて頂きたいと思う。 

（１）多様な自然環境の保全・回復

　○一人ひとりが、もっと自然環境を見直したほうが良いと思います。自然がなくなると人

　　間も困ってしまいますのでどうぞよろしくお願いします。

　○野生動物がすめる森作り、その森から水をいただき、きれいな川を守れればと思います。

　　もう森を壊さないで、もっと人工林ではなく、自然林を増やし、町の中は空き地に緑

　　をと思います。 

（２）その他

　○2年前より会津若松へ来ましたが、車の排ガスも少ないし、空気もいいし、野菜も安いの

　　で、町もきれいで住み良いと思います。 

〈人と自然が健全に共生できるまちをめざして〉 

－129－



（資料編）

　○公園や街路樹の手入れと、学校や幼稚園などもこどもと親・先生方で手入れし、増やして

　　いける環境を作って行く事が大切だとう。

　○城下町らしい、もっとしっとりとした景観を本気に考え、ここに来て良かったと思え

　　るような、観光客への充分なおもてなしのできる（それも自然に）街づくりを目指し

　　て欲しい。

　○誰が見ても、きれいな町だと思えるよう、町づくりを市民と行政が一体となって努力

　　していかなければならないと思う。

　○一年草の花でなく、宿根草とか桜を植える事にしてはどうですか。 

（２）歴史的環境の保全

　○会津の歴史のあるところ。建物を、大切にしてほしいです。

　○近年、街中心部に高層マンションの建設が多いが街の景観から好ましい事ではないと

　　思われる。歴史のある古都会津としていくならば、落着いた生活環境を考えていかね

　　ばならないのではないかと思う。

　○一箕町には、歴史的に価値があるものもいっぱいあるので、それを守り、こども達に受

　　け継ぐことが出来る様に保護すると共にもっと親しめる様、公園なりに整理されるよ

　　う望みます。 

（３）良好な景観の創造と保全

　○駅をもっと”会津若松市”らしく改築し、その周辺を緑ある環境に。旅行者が「この

　　町は緑化運動等にとり組んでいる」と感じると、旅行者のゴミ捨てもなくなるのでは

　　ないか。

　○景色の良い所に、ゴミ・吸いがらがあるのはイメージが悪い。

　○緑が多い公園や歩道に、犬のふんが多い。マナーの悪さに気分が落ち込む。

　○神明通りのアーケードを太陽の光が入るような明るいものに変えるだけでもイメージ

　　が変わり意識も変わる。 

（１）自然環境の保全

　○川の下流は、全ての汚れのたまり場となり、汚染物やゴミはどうしても流れてくるし

　　投げやすい環境にある。用排水への保全の助成や整備を優遇して欲しい。それが行政の

　　サービスと思う。不平等である。 

〈自然と歴史を守り、人と自然が共生するまちをめざして〉 
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（５）その他

　○環境美化を名目に野口英世青春通りのレンガ路の様な無駄な投資、まち全体での不公

　　平な公共投資は、後々補修費などが嵩み、税金にはね返るので、絶対止めるべき。

　○市内の側溝の流れが悪いところが多く見られる。

　○JR若松駅前には、シルバー人材センターの人達が花壇を整備してキレイにしているが

　　一歩日通裏の方に目を向けると自転車置場の当たりは、非常に見苦しい。何とかなら

　　ないものだろうかと思う。表玄関はキレイでもこれでは何にもならない。空き缶、ゴ

　　ミの捨て放題、市民のマナーの悪さに呆れるが放置しておけば捨てていいものと思わ

　　れる。

　　大塚霊園のあたりもそうである。墓地を整備してキレイにしているが、周りの川べり

　　には、大型ゴミ、電化製品の捨ててあるのが目立つ。特に雪解けの今頃がひどい。

　　堤、居合近辺に小さな花壇、公園らしきものが点在しているがあまり環境の美化には

　　効果がないように思う。もっと効果のあるものとして管理が出来ないものだろうか？ 

（４）自然と触れ合う場の確保

　○毎日の生活に自然と接する場が少ない。歩道を歩いていて気持ちよく散歩できなくて

　　は環境を大切にとは思えない。

　○農家の空地に廃車、大型ゴミがいたる所にすててある。美しい景観に残念です。どう

　　にかならないのでしょうか。

　○旧市内のメーン道路には少ないが、路地に入ると空缶やタバコのポイ捨てが未だに目

　　立つ。観光都市を叫ぶ市にとっては恥ずかしいと思います。直ちに対策してほしい。

　○自動販売機の設置などの規制が必要(国の仕事)

　○千石通りの中央分離帯の街路樹が少なくなったが、以前のほうが良い。新しい道路に

　　もどんどん街路樹を植えて欲しい。

　○鶴ヶ城駐車場の近辺や風雅堂の歩道の東西、図書館前の駐輪場辺に、市で大きな屑籠

　　を置くと便利かと思いました。

　○道路側のグリーンベルトなど花ではなく雑草があるのに、その前の自宅や商店の方が

　　むしればいいのにと思うところが多いのが残念。 
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　(事業者への）
　○スーパーで計り売りができるものは、なるべく容器を使わずに済む方法を。

　○企業(特にｽｰﾊﾟｰ)の袋、容器など、早急の改善が必要である。

　○全国的に見ますと、自治体で条例に盛り込みながら、指定ごみ袋の有料化やコンポスト

　　の普及による生ごみの堆肥化が進んでいる所が増えていますので、市民からの意見を取

　　り入れていただきながら、市独自の環境保全、ごみの減量化に取りくめたらと思います。

　○ごみの有料化は、そろそろ必要なのではないかと思います。

　○タバコのポイ捨てについては、ぜひとも何らかの行政指導を検討していただきたいので、

　　市議会で討議してほしいです。街中でごみ拾いをすると一番多いのが吸殻です。 

〈資源循環型の地域社会をめざして〉 

（１）ごみの発生抑制と適正処理
　(行政への)
　○ゴミ捨て場に分別ゴミの内容がわかる丈夫な看板を設置してほしい。
　○歩きながらの喫煙や車からのタバコのポイ捨てを取り締まる条例制定をするべき。
　○買い物袋の有料化やリサイクル（プラ）の徹底をしてほしい。
　○カラス等によるゴミの散乱を防ぐために、収納型のゴミ収集所にすべき。
　○迷惑野良猫の対策を考えて下さい。野良猫に餌をやらないように全市民にわかるような
　　文書を出してほしい。
　○タバコのポイ捨てや違法駐車を取り締まって欲しい。
　○不法投棄に対する処罰を強化せよ。通報制度の充実を。
　○メイン道路のゴミの回収を早くして欲しいと思う。午後まであるのはどうだろうか。
　　他所から来市された方々に不快な思いをさせているような気がする。時間的に難しいよ
　　うであれば、ステーションの場所を変更してほしいと思う。
　○雪解けとともに出るペットのフン、何とかならないものか。生ゴミの日、カラス・猫が
　　袋を破って不潔。ゴミ置場を設置できないか。山林、河川の目立たないところへ不法に
　　ゴミを捨てる人が多い巡廻できないか。
　○ゴミの減量の為に生ゴミ専用回収をして、肥料として市で管理してほしい。

　○近年のペットブームで犬を飼う人が増え、放置糞が目立つようになっています。中には

　　暗くなってから犬の散歩に出かける悪質な人もいます。立て札等の注意喚起では効果が

　　無いのが現状です。罰則規定の検討も必要と思います。

　○タバコ・ビニール袋、空き缶等のポイ捨てをすることに対して、罪悪感を感じない人が

　　増えています。これは、日本人の品格の問題でどうしようもありません。これも「犬の

　　糞の放置」同様に罰則規定の検討も必要と思います。

　○早期にレジ袋を有料化して、原油の削減が必要です。この問題は、その地域が一斉にや

　　らないと不公平が出ますので、行政の指導と理解に勤めなければなりません。

　(市民への)

　○まず、個人個人の意識を高めてもらいたい。廃棄物の不法投棄から始まり、家庭内の不

　　用物の投げ捨て、ペット類のフンやエサの缶等、大人が自分の居住地域でなければ捨て

　　ても良いだろうという考えが許せない。それを集める地域住民の事を考えた事はないの

　　だろうか？車社会の弊害である。

　○道路での野焼きはやめて貰いたい。

　○ごみのポイ捨て、犬ふんの放置等、マナーを守ってほしい。 
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（４）未利用エネルギーの利用推進

　○ガソリンや石油でなく、エコ燃料開発への支援取り組み。稲（休耕田の活用）をエコ燃

　　料へ活用の取り組みをする。

　○会津の冬を省エネに活用する研究を促進して欲しい。

　○環境保全活動に対する補助金などをぜひ実行して下さい。エコキュートや雨水タンクな

　　どの省エネ、エコ商品などの推進活動をお願いします。

　　（事業者への）
　○夜はエネルギー消費も休ませるべきだ。夜の店の営業は、こども達にも良い環境とは言え

　　ないと思う。 

（５）その他
　○先日、若松から磐梯熱海まで、49号線を通りました。去年頃までは、袋に入ったゴミや

　　ポイ捨てゴミが一杯あったのが、大分少なくなったような様子でした。 

（２） リサイクルの推進

　(行政への)

　○リサイクル工場の誘致を切に願います。

　(市民への)

　○学校の教材について、１年生の時に買う算数セットやクーピーペンシルなど値段として

　　はそれほど高価ではないにしてもなるべくリサイクルできるものはしていきたい。

　○使い捨てをしない努力、資源の再利用をする。 

（３）省資源、省エネルギーの推進

　　(行政への)

　○行政においてもまだまだできることがあるのでは、たとえばコピー用紙を綴じる枚数が

　　少ないときは、ホッチキスを使用しないで直接印刷、区長メールアドレス登録により資

　　料の添付、印刷物の印字を少しうすくするなど。

　○マイカー通勤があまりにも多い。朝、夕のバスの本数を多くしてマイカー通勤を抑制す

　　る事に努力する。マイカー通勤を抑制する事による飲酒運転も少なくなる。

　○公共交通機関がもっと便利だとうれしい(マイカー使用が減る)。

　○市を挙げ、さらに愛犬家の皆様のマナーの向上を徹底し完璧な運動を展開必要と思う。

　　他県などは非常に清潔である。

　　ふん拾い具などの用具は只の見掛けにすぎない。特に観光地などの犬などの連れ込み禁

　　止等は必要。

　○農家の主婦です。田に水が入る時期に水と一緒に動物の死骸やビニール製品、缶、木片

　　拾い上げるのにひと仕事ですし、気分が悪くなる位です。犬の「フン」道路に車につぶ

　　され広く広がっています。

　○最近、特に空地に犬のふんを持帰らない飼い主がいます。必ず持帰ってもらいたい。

　　空地に立て札を立てて欲しいです。

　○犬の散歩している人はかならずとってもらいたいと思っています。見ていないとすてる

　　人がいるのです。

　○環境問題に関する市民の意識が遅れている。(道路に平気で物を捨てる) 
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　○市できちんとした目標を具体的にあげて、各家庭でも取りくめる省エネやごみの減量を

　　やっていけると良いです。CO2が毎月どのくらい家庭から出て、どのくらい減らせたか

　　がわかるとやりがいもあるので。

　○環境美化の副会長をしています。資源物回収委員、NPOはるなか委員、県のエコリーダ

　　ーもしています。私は、アフリカのケニアに6ヶ月ほど天理教の関係でいってきました

　　が、日本ほど水に緑に電気に食糧に恵まれ、安全な国は世界にない、世界一恵まれたす

　　ばらしい国だと実感しました。地球の環境問題は本当に危険なところまできているので

　　、本当に真剣に取り組んでいかないと。人間は自分で自分の首をしめてゆく、死活問題

　　ですよ。

　○地球温暖化による今年の暖冬を含めた最近の異常気象により、一般市民の方の環境に対

　　する危機感や、大切にしなくてはいけないという思いは年々高まっているように思いま

　　す。私たちの生活はこのままでいいのかという疑問に対し、どうしていこうというビジ

　　ョンが大切だと思います。

　○昨年、さいたま市から転居して驚いたのは、人口の割りに個人使用の車の多さである。

　　現在の全世界的な環境破壊は、すべての人間の「便利さ」をもとめた結果の代償であろ

　　う。 

（１）地球温暖化の防止

　○個人的には環境問題が人類最大の課題であると思っている。温暖化による砂漠化拡大、

　　天候の異常、穀物不作による食糧不足、勝手な化石燃料の膨大な使用など、人類のわが

　　ままな生活が利便性に拍車をかけていると思う。しかし、いまの生活を切りつめて車も

　　すてることも恐らく不可能であると思う。市民生活のレベルでどこまで環境問題を取組

　　むのか、総花的でなく具体策を明らかにし、市民一人ひとりが何をどんな形で推進する

　　のか明確にして行政の指導と旗ふりの方向を示してほしい。一生懸命に努力している姿

　　は理解できるが、一つひとつが相互に関連していないように見られる。今後も環境問題

　　に積極的に取組む事を期待します。

　○地域ごとにみんなで取り組みやすいものから始めていったらよいと思います。各家庭で

　　も省エネなどで電気やガス、水道などの使用量が減っている事が毎月わかるような環境

　　家計簿などを家族で楽しく取組める内容だとやりやすいと思います。 

〈地球環境を守るため、環境への負荷の少ない地域社会をめざして〉 

（２）その他

　○環境問題は、決して無視できないと考えます。積極的に取組むべきと考えます。

　○地球温暖化について、とても大きな問題と考えるべきと思います。循環型社会形成の推

　　進。 
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（２）その他

　○市の施策と家庭が協力できることを市民として積極的に実行していきたい。

　　市民のモラル向上に期待したい。

　○「俺さえよければ」「俺の車さえきれいであれば」という考えが改まらないうちは、環

　　境保全は難しい。犬の糞の放置、ポイ捨てなど、身近なことから改革が必要である。

　　調査結果を公表し、よりよい対策を講じていただきたい。

　○これからも住み良い町｢会津｣を自分のスローガンとして時間の許す限り、各イベントに

　　参加してお手伝いしたいと考えております。

　○地域、地球環境保全は個人一人ひとりが自覚しないと一歩も進まないと思います。一人

　　ひとりの脳に染込むまで何回も何回も繰り返して叫んでほしい・・・。ボランティアで

　　参加したいが、働かないと食べていけないので甘い事は言ってられません。余裕(時間、

　　マネー)が少しでもある方は是非参加して欲しいですね。町中年寄りばかりが歩いていま

　　すから。 

（１）環境教育及び学習の促進

　○市とか学校とかトップダウン的な考え方をやめ、市民自らが動き出すような環境活動を

　　望む。

　○大人の意識改革が必要で、もっと危機感を持つような広報活動が大事と思う。

　○こども達にもわかりやすい教材（マンガ等）等作成の検討を。

　○こども達に、物を大切にする教育をしてもらいたい。

　○学校の授業の中で、もっと環境についての時間をつくってほしい。

　○アンケートの結果報告だけでなく、市民一人一人が環境保全を身に付ければ良い結果が

　　出ると思う。

　○環境問題と大きな事でなく、それにつながる市民の徹底した「リサイクル」に伴う分別

　　を町内、組、班等で実行出来るよう会合等を開き個人(市民の住人)にもっと意識を深め

　　る運動を展開すべきだと思う。

　　処理場の見学では現場職員の方々には頭が下がりました。市民の方々に是非、見学が必

　　要だと思います。

　　町内、組、班単位でも時間をかければ全市民の理解も取れると思う。

　○家庭ごみの分別や野焼きなど、高齢者にはなかなか理解してもらえません。こどものうち

　　からの適切な教育をすることがマナーを定着させる最良の方法と思います。

　○「電気代の内訳を知りたい。例えば9千円/月の電気代として、何をどのくらい使うと9千

　　円になるのか知りたい。

　○こども達に自然体験をさせ、その中で環境問題について勉強する。 

〈環境保全活動への参加と連携〉 
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　○行政指導という言葉があるように指導を受けるのは市民です。一人の市民が集団で力を

　　出せるのは地域の指導ではないでしょうか。それには、分割(分区100軒以下の出来れば

　　70軒位)をして小回りのきく町内にし、行政にしても目が届き、市の財政負担にも大き

　　く貢献できるものと思います。軒数が多いと責任も大きくなり、町内の活動もしにくく

　　なり、やり手がいないと思います。反対に少数であれば(70軒)誰でも出来るものと思い

　　ます。どうか分区を断行して下さい。お願いします。

　○町内会毎に環境保全体制づくりの推進グループ化の行政指導(自分の家、地域は自らが

　　行う意識の高揚)

　○市民活動の参加について

　　草花などを植える緑化活動

　　私は湯川のほとりやお城を散歩しています。老人の方々の奉仕で湯川の花壇がきれいに

　　されているのを見てきれいな花々に心をいやされています。老人の方々の奉仕に頭が下

　　がりますが、どのような団体の方々が奉仕されているのでしょうか。市は具体的にボラ

　　ンティアの奉仕計画を立て一般に公募したらどうでしょうか。時々、市政だよりで河川

　　の清掃の手伝いなど知らせがあります。一度参加したことがありますが、あまりに多い

　　ごみに、奉仕した人々が多かった事を、一人では大変な奉仕だった事を経験しました。

　　ボランティア活動に参加したいと思っても個人の参加は淋しいと思います。

　○なんといっても市民の心意気に思います。ごみを捨てない減らす心、ごみを拾わずには

　　いられない心、ごみを残す恥などです。身辺のことをすれば全体の環境の美化はもちろ

　　んのこと心の交流、心良さまでにつながると思います。高齢者ができることは限られて

　　きました。人間のたしなみを背中に日をすごす事だと肝に銘じます。

　○予算の有無で、出来、不出来ではなく市民参加の楽しく出来る環境つくり。公園整備、

　　河川の探サク・発見(こどもによる自然へのふれあい)

　○市民活動をNPOなど通じて積極的に企画してください。 
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エコマーク

　「私たちの手で地球を守ろう」という気持ちを表した環境保全に役立つと認められる商品につけら 

れるシンボルマーク。（財）日本環境協会が認定を行っている。再生プラスチックを利用した日用品 

や文具、ＰＥＴボトル再生繊維を用いた衣類などがあげられる。 

ウォーム・ビズ

　冬のオフィスの、暖房設定温度を、省エネ温度の20℃以下に抑えるため、暖かく働きやすいビジネ 

ススタイルを採り入れること。 

【あ行】 

ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）

　各国の研究者が政府の資格で参加し、地球温暖化問題について議論を行う公式の場として、国連環 

境計画（UNEP）及び世界気象機関（WMO）の共催により1988年11月に設置されたもの。温暖化 

の予測、影響、対策を取りまとめた第４次評価報告書を2007年に発表した。同年「人為的な温暖化 

を共通認識とし、対応を促した」と評価され、ノーベル平和賞に選ばれた。 

５．用語の解説 

アイドリング

　自動車を停止させたまま、エンジンを回転させたままにすること。不必要なアイドリングを抑える 

ことで地球温暖化の原因となる二酸化炭素の発生を抑制できる。 

エコドライブ

　省エネルギーセンター等が推奨する省燃費運転の総称。アイドリングストップやふんわりアクセルe 

－スタートを実践することで、１０～２０％の燃料消費を抑えることが出来る。 

ISO14000シリーズ

　国際標準化機構（ISO）の定める「環境マネジメントシステム」に関する国際規格のこと。環境マネ 

ジメントシステムとは、組織の最高責任者が｢環境方針｣を定め、計画、実施及び運用、点検及び是正 

措置、システムの見直しを繰り返しながら継続的に改善を図り、企業などが、企業活動や製品を通じ 

て環境に与える負荷をできるだけ減らすように配慮したシステムのことである。 

これは企業だけにとどまらず、あらゆる組織、団体を対象にした規格であり、地方自治体などの行政 

においても取得する動きがある。 
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オゾン層

　オゾンを高濃度に含んでいる地表から20～25kmの下部成層圏にある層。紫外線波長領域の中で生 

物にとって有害な波長領域を吸収する働きをしている。近年、大気中に放出されたフロンなどによっ 

て、下部成層圏で波長200～220nmの太陽紫外線を受けて分解し、生成した塩素酸化物（ClOx）が 

オゾン層と反応してオゾンを減少させている。特に極地上空のオゾンの濃度が希薄化し、いわゆるオ 

ゾンホールが出現している。 

温室効果ガス

　太陽から受ける日射エネルギーは、地表面に吸収されて地表を暖め、暖められた地表からは大気中 

に熱エネルギー（赤外線）が放出される。その赤外線が大気中に存在する特定の微量気体に一旦吸収 

されることにより、大気の温度が上昇する。このような作用をする大気中の微量気体を総称して温室 

効果ガスと呼ぶもので、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などがある。 

【か行】 

家電リサイクル法

　「特定家庭用機器再商品化法」のことであり、平成１０年６月に公布され、平成１３年４月から施 

行されている。家庭や事業所から出される使用済み家電製品の部品や材料には、有用な資源がたくさ 

ん含まれていることから、これらをリサイクルして、ごみの減量と資源の有効活用を進めるための法 

律である。対象となる製品は、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機となっている。 

合併処理浄化槽
　し尿と併せて、台所や風呂などからの生活雑排水も一緒に処理することのできる浄化槽。下水道と 
同等の処理効率を有し、し尿だけを処理する単独処理浄化槽に比べ、環境へのＢＯＤ負荷の排出は約 
1/8に抑えられる。 

環境家計簿

　日々の生活において環境に負荷を与える行動や環境によい影響を与える行動を記録し、必要に応じ 

て点数化したり、収支決算のように一定期間の集計を行ったりするもの。家計簿で金銭に係わる家庭 

の活動を把握し記録するのと同じように、「環境家計簿」によって、金銭では表わせないものも含 

め、環境に係わる家庭の活動を把握しようとするものである。自らの生活を点検し、環境との関わり 

を再確認するための有効な試みである。 

学校版環境ＩＳＯ

　環境マネジメントシステムを活用し、環境にやさしい学校づくりを行うものである。次世代を担 

うこどもたちに、環境保全活動を通して環境に対する自発的な活動意欲の向上を図るものである。 

家庭版環境ＩＳＯ

　環境マネジメントシステムを活用し、家庭において環境にやさしいライフスタイルづくりを目指 

し、資源の有効利用やごみの減量、環境保全などの環境に関する取り組みを行うものである。 
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環境ホルモン

　外因性内分泌かく乱化学物質のことで、動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で 

営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質。（詳細については、p.19参照） 

京都議定書

　地球温暖化防止のための国際会議（気候変動枠組条約締約国会議）が、１９９７年(平成９年)に京都 

で開催され、その時に採択された国際協定のことである。地球温暖化の原因となる温室効果ガスの削 

減量について、先進各国等に法的な拘束力のある数値目標を定めている。本議定書は、平成17年2月 

に発効している。 

クリーンエネルギー

　大気汚染物質の排出量が少なく、石油に代替する新しいエネルギーのこと。電気、天然ガス、メタ 

ノールなどがある。 

環境保全型農業

　農業が有する物質循環型産業としての特質を最大限に活用し、環境への負荷をできるだけ減らして 

いくことをめざすタイプの農業のこと。 

具体的には、化学肥料や農薬に大きく依存しない、家畜ふん尿などの農業関係排出物等をリサイクル 

利用するなどの取り組みがあげられる。 

クール・ビズ

　夏のオフィスの冷房設定温度を、省エネ温度の28℃以上に抑えるため、涼しく効率的に働くことが 

できるノーネクタイ・ノー上着といった軽装のビジネススタイルを採り入れること。 

環境基準

　環境基本法第16条第１項の規定に基づき「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持さ 

れることが望ましい基準」として政府が定める環境保全行政上の目標をいう。現在、環境基準は、大 

気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染及び地下水について定められている。 

環境共生住宅

　住宅の高気密化、高断熱化や冷暖房・給湯・照明機器の改善などを図るとともに、太陽光、太陽熱 

の利用、雨水の再利用、生ごみの堆肥化や屋上植栽などにより、エネルギーの消費や二酸化炭素排出 

量の削減をはじめ環境保全に総合的に配慮した住宅のこと。 
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光化学オキシダント

　大気中の窒素酸化物・炭化水素等が太陽の紫外線によって光化学反応を起こし、その結果生成され 

るオゾンを主とする過酸化物の総称。このオキシダントが原因でおこる光化学スモッグは、日差しの 

強い夏季に多く発生し、人の目やのどを刺激することがある。 

グリーン購入

　環境への負荷の少ない商品やサービスを優先して購入すること。省エネを意識した家電製品、低公 

害車、再生品、詰め替え品などの環境配慮型の製品があげられる。また、グリーン購入推進のため、 

平成１３年４月から「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」いわゆるグリーン購入法 

が全面施行となっている。 

こどもエコクラブ

　平成７年から環境庁の提唱で全国に普及した、幼児から高校生までなら誰でも参加できる環境活動 

を行うクラブ。本市では、環境生活課でこのクラブの募集・登録を行っている。 

【さ行】 

里山

　自然林に対し、人為的につくられ維持されてきた林をさす言葉。雑木林なども含めて、人里や集落 

周辺の森林を呼ぶ。里山は、我が国の原風景、身近な自然環境として見直されており、保全や整備さ 

れる動きが活発になっている。 

グリーンマーク

　古紙を再生利用した紙製品（ノート、トイレットペーパーなど）につけられたマーク。（財）古紙 

再生促進センターが認定を行っている。 

景観形成地区

　建築物の位置、形態、色彩、敷地の緑化などの基準を定め、地区内の建築物の整備を行うため、重 

点的に景観の整備を図る必要がある地域を指定した地区のこと。 

コジェネレーションシステム

　ガスタービンやガスエンジンなどにより発電を行うと同時にその廃熱を利用するシステムで、熱電 

供給システム、熱併給発電とも呼ばれる。通常の発電では熱効率が40%以下であるのに対し、コジェ 

ネレーションでは70～80%の高い熱効率を得ることも可能である。 

グリーン・ツーリズム

　都市住民等が農山漁村で長期に滞在して休暇を楽しむ余暇活動のこと。従来の観光のように、名 

所・旧跡を訪ねて回る旅行とは異なり、その地域の自然・文化・農林漁業の体験や人々との交流など 

で休暇を楽しむ旅行のかたちである。 

このような農山漁村と都市のさまざまな交流を通じて、人々の交流が活発になり、農林漁業の振興 

や、農山漁村の活性化が促進されることが期待される。 
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ＣＯＤ（化学的酸素要求量）

　Chemical Oxygen Demandの略。海域や湖沼の水の汚れ度合いを示す数値で、水中の有機物など 

の汚染源となる物質を酸化剤で化学的に酸化するときに消費される酸素量をmg/・で表したもの。数 

値が高いほど、水中の有機汚染物質の量が多い。 

３Ｒ（さんあーる）

　「ごみを出さない」、「一度使って不要になった製品や部品を再び使う」、「出たごみはリサイク 

ルする」という廃棄物処理やリサイクルの優先順位のこと。「リデュース（Reduce＝ごみの発生抑 

制）」「リユース（Reuse＝再使用）」「リサイクル（Recycle＝再資源化）」の頭文字を取ってこ 

う呼ばれる。「リフューズ（Refuse＝ごみになる物の拒絶）」を加え４Ｒと呼ばれることもある。 

紫外線

　太陽の光には、目に見える光（可視光線）の他に、赤外線や紫外線が含まれています。紫外線は地 

表に届く光の中で、最も波長の短いものです。紫外線は波長によってＡ、ＢＣの３つに分けられま 

す。Ｃは大気層（オゾンなど）で吸収され、地表に達しません。Ｂはほとんどが大気層で吸収されま 

すが、一部は地表に達し、皮膚や目に有害です。最近、オゾン層の変化に伴って影響されることか 

ら、現在その増加が問題になっています。ＡはＢほど有害ではないが、長時間浴びた場合の健康影響 

が懸念されている。 

自然環境保全地域
　福島県自然環境保全条例に基づき、すぐれた自然環境を保全するために指定された地域。指定され 
た地域においては、樹木の伐採、鉱物や土石の採取などについて規制される。本市では、大戸岳が指 
定されている。 

自然公園

　すぐれた自然環境とその景勝を保護するとともに、その適正な利用を進めることを目的として指定 

された地域。自然公園法に基づく国立公園・国定公園及び県立自然公園条例に基づく県立自然公園の 

３種類がある。本市には、磐梯朝日国立自然公園、大川羽鳥県立自然公園がある。 

酸性雨
　大気中に排出された硫黄酸化物や窒素酸化物などが大気中の水分や雨に溶け込み雨水が酸性化され 
たもので、通常はｐHが５．６より低い場合を言います。欧米では、森林被害や建物の崩壊被害など 
も生じています。 

自動車リサイクル法
　使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年7月12日法律第87号）の略称。平成12年に循 
環型社会を目指して制定された循環型社会形成推進基本法の実施法の一つ。 平成17年1月から完全施 
行され、 
使用済自動車（廃車）から出る資源をリサイクルして、有効活用するための法律。自動車メーカーが 

リサイクルの責任を果たす役割をする。自動車の廃車時にかかるリサイクル費用を、基本的に新車購 

入時に支払う（リサイクル券を購入するという形をとる）もの。 

産業廃棄物

　工場、事業場における事業活動などにより生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃ア 

ルカリ、廃プラスチック類などの19種類を指す。排出する事業者は、自らの責任で適切に処理する義 

務がある。 

－141－



（資料編） 

ゼロエミッション
　エミッションとは排出物、廃棄物を指す英語でゼロエミッションとは「廃棄物ゼロ」という意味で 
あり、一産業部門から出る廃棄物を他の部門の再生原料として転換することにより、環境への負荷を 
一切なくすこと。1994年に国際連合大学が「ゼロエミッション研究構想」を発足させ、国際共同研 
究事業として研究が進められている。 

【た行】 

ダイオキシン類

　ポリ塩化ジベンゾパラダイオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの総称であり、ごみの焼却等により 

非意図的に発生する猛毒物質のこと。（詳細については、p.19参照） 

地球温暖化

　１９世紀以降、化石燃料を大量に消費し、大気中の二酸化炭素などの人為的な温室効果ガス排出量 

が増加したため、地球の平均気温が上昇する現象のことをいいます。海水の熱膨張や氷河･氷床の溶解 

による海面上昇や、気候変動に伴って生じる災害や食料不足が危惧されています。 

市民農園

　自然との触れ合いを求める市民に対し、その機会等を提供するために、レクリエーション活動とし 

て野菜類等の栽培を行えるよう、農地を一定区画に区分し、一定期間貸し付ける農園のこと。 

新エネルギー

　現在、エネルギー資源の主力として利用されている石油などの化石燃料や原子力、そしてエネル 

ギーの媒体の電気に対し、新規に発見されたり、技術の進歩により見直されるようになったエネル 

ギー資源やエネルギーの媒体であり、今後の利用が期待されているものの一群に与えられた名前。 

（例）太陽光エネルギー、風力、地熱、バイオマス、燃料電池など。 

水源かん養
　地表を流れる河川の水量や地下水が枯渇しないように補給する働き、能力をいう。河川の上流に広 
がる森林は雨水や雪解け水を貯え、徐々に河川水や地下水として放出することで水源かん養機能を果 
たしている。一方、都市化の進行等によって雨水の地下への浸透が妨げられると、水源かん養機能は 
低下する。 

生活環境保全推進員制度

　ごみのポイ捨てや犬ふんの放置、自転車の放置の禁止などの周知、徹底を図るための制度。監視員 

は担当地区を巡回し、情報収集やポイ捨ての禁止等についての啓発、指導などの業務を行う。 

生態系
　生物（植物、動物、微生物）とこれらを取り巻く非生物的要素（土壌、水、鉱物、空気など）とが 
物質循環やエネルギーの流れを通じて相互に作用し、一つの機能的な単位を成している複合体をい 
う。 

－142－



（資料編） 

天然記念物

　動植物や地質鉱物で学術上価値の高いもののうち、国、県、市などが指定したものをいう。本市で 

は赤井谷地沼野植物群落、高瀬の大木（ケヤキ）などが指定されている。 

特定外来生物
　日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農 
林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物のこと。これらの生物によ 
る被害を防止するために、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」では、 
「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うととも 

に、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定めている。 

透水性舗装
　雨水を地中へ浸透させる工夫を施した舗装のこと。街路樹の育成及び雨水流出抑制、地下水のかん 
養などの効果がある。 

【な行】 
二酸化硫黄
　石炭や石油などの化石燃料の燃焼、硫酸の製造、金属の精錬などの事業活動や、ディーゼル自動車 
の排気ガスなどから発生する。二酸化硫黄は直接、あるいは粉じんに吸着するなどして人体に入り、 
呼吸器系に影響を与えたり、動植物や建物等にも被害を及ぼすこともある。

　そのなかで、国の責務として、温室効果ガス排出を抑制するため、自治体や国民の取り組み内容を 

示す基本方針を策定するとともに、自らの排出を抑制するための実行計画を策定し、実施状況を公表 

することとしている。都道府県や市町村も、国と同様、実行計画を策定、公表するとしており､また、 

国民の責務として、日常生活における温室効果ガスの削減を掲げ、これまで基本的には排出自由だっ 

た温暖化ガスの抑制、削減に努めることとしている。 

鳥獣保護区

　「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」によって、鳥獣の保護や繁殖を図るために必要な区 

域について、期間を定め指定される地域。さらに、特に必要のある場合には鳥獣保護区の区域内に特 

別保護区が指定される。鳥獣保護区域内では、鳥獣の捕獲等が原則として禁止されるほか、特別保護 

区域内では木竹の伐採、水面の埋め立て、干拓などを行う場合には許可を要する。 

低公害車
　従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、窒素酸化物、二酸化炭素といった大気汚染物質の排出 
や騒音の発生が少ない自動車のこと。電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッ 
ド自動車があげられる。 

デポジット制度
　廃棄物として出されると環境に悪い影響を与えるような製品の販売価格にデポジット（預託金）を 
上乗せし、製品ないしその廃棄物が（リサイクル可能なように）適切に返却された場合に預託金を払 
い戻す制度をいう。 

地球温暖化対策の推進に関する法律

　平成10年10月に公布された法律。この法律は、平成９年12月の「気候変動枠組条約第３回締約国 

会議（温暖化防止京都会議）」で決まった議定書において、日本に温室効果ガスの排出量を2008年 

～2012年の間に1990年レベルよりも６％削減することが義務づけられたのを踏まえ、国や自治体 

に削減の実行計画の策定、公表を義務づけ、地球温暖化対策の推進を図るものである。 
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バイオマスエネルギー
　間伐材や稲わら、籾殻、家畜の糞、生ごみなど生物体を構成する有機物をエネルギー源として利用 
するものである。木屑焚きボイラーやペレットストーブ等による直接燃焼や家畜排せつ物等を原料と 
してメタンガスを生成するメタン発酵、食品廃棄物である廃食用油からバイオディーゼル燃料を作り 

出すエステル化などがある。 

ｐＨ（水素イオン濃度指数）
　水の酸性又はアルカリ性を表す指標であり、pH７が中性、７以上がアルカリ性、７以下が酸性とな 
る。通常の河川のpHは6.5～8.5であり、この範囲を超えると魚類や農作物に被害を与えるようにな 
る。 

二酸化窒素

　石油、ガス等の燃料の燃焼に伴って発生し、工場、自動車などが主な発生源である。人の呼吸器に 

影響を与えるだけでなく、光化学反応により光化学オキシダントを生成する原因物質の一つとなる。 

農業集落排水施設

　農業用用排水や河川などの水質保全と農村生活環境の保全のため、農業集落におけるし尿、生活雑 

排水などの汚水を処理する施設。 

野焼き

　廃棄物を処理することを目的として、処理基準を満たしている焼却施設を用いずに廃棄物を焼却す 

ることをいう。ドラム缶や旧式の焼却炉などでの焼却も含まれる。ただし、公益上若しくは社会の慣 

習上止むを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が、軽微である廃棄物の焼却は 

該当しない。野焼きに当たらない焼却の例として、風俗習慣上又は宗教上の行事として行うもの（歳 

の神など）、農業，林業又は漁業を営むうえで止むを得ないもの（籾殻、稲わら､剪定枝など、ただ 

し、農業用ビニール等は焼却できない）、焚き火、キャンプファイヤー等の軽微なもの､土手等の雑草 

の焼却、薪ストーブや薪風呂などの廃棄物の処理が目的でないものがあげられる。 

【は行】 

バイオディーゼル（BDF）

　菜種油・ひまわり油などの生物由来の油や、廃食用油（てんぷら油など）から作られる軽油代替燃 

料（ディーゼルエンジン用燃料）の総称。燃焼によってＣＯ2を排出しても、大気中のＣＯ2総量が増 

えないカーボンニュートラルである。バイオディーゼルは、従来の軽油に混ぜてディーゼルエンジン 

用燃料として使用できるため、ＣＯ2削減の手段として注目されている。また、従来の軽油と比較し 

て、硫黄酸化物（ＳＯx）がほとんど出ないという利点もある。 

ハイブリッドカー

　ガソリンエンジンと電気モーターといった複数の動力源を組み合わせて走行する自動車。それぞれ 

の動力の欠点を補完しながら駆動し、例えば減速時のエネルギーを電池等に蓄積し、加速時を主にエ 

ンジンの補助動力として再利用することで低公害性及びエネルギー利用効率を図っている。 
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ビオトープ
　生物を意味するBioと場所を意味するTopeとを合成したドイツ語で、特定の生物群集が生存できる 
ような、特定の環境条件を備えた均質なある限られた地域のこと。単に植物がある「緑」とは異な 
り、あくまでも特定の植物が生息していくことができるような生態学的にみても良好な環境の空間と 
捉えることが特徴である。 

光害（ひかりがい）

　ネオンや街灯の光によって、夜間、星がよく見えなくなるなどの影響が出ることであり、大気汚染 

や水質汚濁といった典型７公害とは異なり、人の健康に影響がでたり、必ずしも不快感をもたらすも 

のではない。

　しかし、夜間の人工光は道路・航路などの安全確保や都市機能を維持する上で不可欠であるが、必 

要以上の照明はエネルギーを浪費するだけでなく、天体観測を困難にするものであり、また、夜間の 

過剰な照明によって、動植物に対する生態系の変化などの影響が懸念されている。 

不法投棄監視員制度

　ごみの不法投棄を事前に防ぎ、本市の美しい自然環境及び快適な生活環境の保全を図るために市内 

の不法投棄を監視する制度。監視員は担当地区を巡回し、不法投棄の発見、通報などの業務を行う。 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
　Biochemical Oxygen Demandの略。河川などの水の汚れ度合いを示す数値で、水中の有機物など 
の汚染源となる物質を微生物によって無機化あるいはガス化するときに消費される酸素量をmg/ℓで表 
したもの。数値が高いほど、水中の有機汚染物質の量が多い。 

ｐｐｍ
　ppm（parts per millionの略）は、ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われ、パーセント 
（％）が百分の１の割合を指すのに対し、ppmは100万分の１を意味する。 
例えば、空気中１m３中に１cm３の物質が含まれているような場合、あるいは水１㎏中に１㎎の物質 
が溶解している場合、この物質の濃度を１ppmという。 

ヒートアイランド現象

　都市の多くが人工的構造物に覆われて緑被地が少ないこと、人間の生活や産業の活動に伴う人工熱 

の放出、大気汚染等が原因となり都市部が郊外に比べて気温が高くなる現象。等温線を描くと都心部 

が島のようになることから、ヒートアイランド（熱の島）といわれる。 

ヒートポンプシステム

　低い温度の熱源から冷媒（熱を運ぶための媒体）を介して、熱を吸収することによって高い温度に 

する機器で暖房・給湯等に使用されている。これは、ちょうど水を低い所から高い所に押し上げるポ 

ンプのような原理で熱を移動させるところから、この名前で呼ばれている。また、冷媒の流れを逆に 

することで冷房等にも使用されている。 

風致地区

　良好な都市環境を形成している土地について、その風致（丘陵、樹林、水辺地等の自然が豊かな土 

地、郷土的意義のある土地、緑豊かな住宅地を含む良好な自然的環境のこと）を維持し、都市環境を 

保全するために定められた地区をいう。 
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【ら行】 
リサイクル
　再循環を指し、製品化された物を再資源化し、新たな製品の原料として利用すること。循環型社会 
形成推進基本法では、リサイクルをリデュース（抑制）、リユース（再使用）の次にくるものとして 
位置づけられている。これは、「大量消費⇒大量リサイクル」のシステムでは、循環社会の目的に合 

致しないからである。 

【や行】 
有機塩素系化合物
　有機塩素系化合物は、一般に炭素と塩素が直接結合した有機化合物のことをいい、一般的には生物 
分解が困難であり、水にあまり溶けず、油に溶けやすいため、動植物の体内に蓄積されやすいことが 
知られている。主に金属・機械部品などの脱脂洗浄剤やドライクリーニング用の洗浄剤として使用さ 

れているトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1－トリクロロエタンなどがある。 

容器包装リサイクル法
　「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」のことであり、平成７年に公布さ 
れ、平成９年に改正された法律。平成12年に全面施行される。 
増大する一般廃棄物の中で、相当部分を占めている容器包装について、再生資源としての利用を図る 
ために市民（排出抑制）、事業者（再商品化等の促進）、行政（分別収集の実施）それぞれの役割を 

示し、さまざまな規定を設けている。 

浮遊粒子状物質

　大気中に気体のように長期間浮遊しているばいじん、粉じん等の微粒子のうち粒径が10ミクロン 

（1cmの1000分の１）以下のものをいう。 

フロン
　正式にはクロロフルオロカーボンといい、炭化水素にフッ素と塩素が結合した化合物の総称。極め 
て安定な物質で、電子部品の洗浄剤、冷蔵庫などの冷媒、発泡剤等に広く用いられている。大気中に 
放出されると、オゾン層を破壊し、地上に到達する紫外線を増加させるといわれている。 

マニフェストシステム
　事業者が発生させた産業廃棄物の運搬や処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合に、廃棄物の種 
類や数量等を明記した管理票（マニフェスト）とともに廃棄物の処理と報告を行うことを義務づけた 
制度のこと。 
廃棄物処理工程が記録されることにより、不適正処理や不法投棄を防ぐことを目的としている。 

保安林

　木材の生産という経済的機能よりも、災害の防止、他産業の保護その他の公共の福祉の増進を目的 

として、森林法により一定の制限、義務が課せられた森林。保安林においては、立木竹の伐採等の一 

定の行為を行う際には、都道府県知事の許可が必要となる。 

【ま行】 

マイバッグ運動

　買い物の際に、レジ袋を使わず、消費者が持参した袋・バッグを使用しようという運動。一人ひと 

りが実行できる、もっとも身近な環境保護活動の一つ。 
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リユース

　繰り返し再利用すること。ビールびんなどが代表例であるが、他に裏の白い広告用紙をメモ用紙と 

して利用するなども再利用の一つである。 

リサイクル型エネルギー
　従来捨てていたエネルギーを回収して利用するエネルギーのことをいう。廃棄物又は廃棄物燃料等 
を燃焼させ、その焼却熱を直接利用したり、ボイラーで蒸気を作って発電することや河川水､下水等と 
大気の温度差をヒートポンプ等で取り出して、熱エネルギーとして活用するなどが例としてあげられ 
る。 

リターナブルびん

　洗って繰り返し使用できるびんのこと。一升びんやビールびんが代表的である。最近は減少の傾向 

にあり、一回限りの使用を予定してつくられるワンウェイびんの生産が増加している。 
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