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第６章 施策の展開の方向 

第１節 望ましい環境像の実現に向けて展開すべき施策 

１．人の健康を保護するまちをめざして

　発生源規制を継続して行うとともに、自動車公害対策や生活排水対策などの都市型及び生活型 

公害対策の強化と、市民の健康や生活環境に影響を及ぼす大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等を防 

止し、良好な生活環境の確保をめざします。 

２．人と自然が健全に共生するまちをめざして

　森林、農地、水辺などに生息・生育する生物が、多様な生態系を形成していることが本市の自 

然環境の特徴となっています。

　この恵まれた自然環境を保全し、生態系の多様性を確保するとともに、野生生物種の保存を図 

り、人と自然が健全に共生できる環境の確保をめざします。 

３．自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして

　本市の環境の特徴は、自然環境と歴史的環境が一体となって“会津若松市らしさ”を醸し出し 

ていることです。自然や歴史的環境を保全するためには、触れ合いを通してその重要性を認識す 

る必要があります。自然環境の保全とともに、歴史的文化遺産の保全を図り、人と自然と歴史が 

触れ合えるまちをめざします。 

４．資源循環型の地域社会をめざして

　生産・流通・消費・廃棄などの社会経済活動を通じて、私たちのライフスタイルや事業活動を 

見直し、資源やエネルギー循環の効率化を図り、資源の有効活用を図ることで廃棄物の発生を抑 

制するとともに、再利用できないものについては適正に処理し、資源循環型の地域社会をめざし 

ます。 

５．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

　地球温暖化を始めとする地球環境問題についてより理解を深め、市民・事業者・市が協力し 

て、自主的かつ積極的に、地域の環境を守ることで、環境への負荷の少ない地球環境をめざしま 

す。 
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第２節 施策の体系 

１．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 

(2)　水質汚濁による健康被害の防止 

(3)　土壌汚染による健康被害の防止 

(4)　都市型及び生活型公害の防止 

２．人と自然が健全に共生するまちをめざして 

(1)　生態系の多様性の確保 

(2)　野生生物種の保存 

(3)　多様な自然環境の保全・回復 

(4)　人と自然との共生 

３．自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして 

(1)　猪苗代湖の水環境の保全 

(2)　歴史的環境の保全 

(3)　良好な景観の創造と保全 

(4)　自然と触れ合える場の確保 

４．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 

(2)　リサイクルの推進 

(3)　省資源、省エネルギーの推進 

(4)　新エネルギーの利用推進 

５．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 

(1)　地球温暖化防止対策の推進 

(2)　環境教育及び学習の推進 

(3)　その他の新たな環境問題対策 
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　第３節では、「望ましい環境像」及び「環境目標」の達成に向けて、各主体ごとの役割を示し 

ます。＜市が行う環境施策＞については、施策の方向性を示すものであり、＜事業者の役割と行 

動＞及び＜市民の役割と行動＞は、事業者や市民の環境への配慮指針を示すものです。 

１．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 

＜市が行う環境施策＞ 

①　工場・事業場排出ガス対策の継続

　事業活動に伴って発生する排出ガスは施設の種類・規模により規制されており、規制基準 

を遵守することはもちろんのこと、適正管理を要請することにより大気汚染の防止に努めま 

す。

　また、事業者の自主的な行動により大気環境への負荷を低減することが必要であることか 

ら、事業者への周知に努めます。 

＊　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低公害性及びエネルギー利用効率に配 

慮した自動車のこと。 

ア．大気汚染に係る特定施設に対しては、必要に応じて施設改善を要請します。 

イ．適正な施設の維持・管理を要請します。 

ウ．大気汚染物質の削減を図るため、工場・事業所等の固定発生源施設に対する燃料使用の

　効率化やクリーンエネルギーへの転換を要請します。 

②　自動車排出ガス対策の推進

　自動車保有台数及び使用頻度の増加に伴い、窒素酸化物等による大気汚染が懸念されてい 

ることから、自動車排出ガス対策の推進に努めます。 

ア．天然ガス自動車やハイブリッドカー＊などの低公害車の普及を促進します。 

イ．国道118号バイパス（西部幹線）などの幹線道路網の整備や道路案内標識により、円滑

　な交通の確保を促進します。 

ウ．公共交通機関の利用を促進します。 

③　有害化学物質による大気汚染の防止

　重金属や有機塩素化合物などのほか、燃焼・焼却等により非意図的に発生するダイオキシ 

ン類や内分泌かく乱作用がある環境ホルモンによる人体や生物への影響を未然に防止するこ 

とが必要です。 

第３節 市の環境施策と事業者・市民の役割 

－43－



（第２編第６章） 

＜市民の役割と行動＞ 

ア．自家用車の利用を控え、自転車や公共交通機関の利用に努めます｡ 

イ．自動車を使用する際には、エコドライブに心がけます。 

ウ．車を購入する際には、燃費の良い車やハイブリッドカーなどの購入に努めます。 

エ．ごみは、市が行っている分別収集に従って適正に排出します。 

*　事業活動における廃棄物や一般家庭から排出されるごみを適正な焼却施設を使用せずに焼却することを意味するもので 
す。伝統行事である「才ノ神」や近隣に迷惑のかからない程度の「たき火」までも禁止するものではありません。

　有害化学物質には、環境や健康への影響などに関して解明されていない物質も多いのが現 

状ですが、関係機関と協力し、必要な対応を進めます。 

ア．ごみ焼却処理施設の適正な燃焼管理を行い、引き続きダイオキシン類による汚染防止に

　努めます。 

イ．ダイオキシン類が発生しやすい塩化ビニール製品などの使用自粛や、野焼き＊の禁止の

　徹底を図ります。 

ウ．有機塩素化合物などの有害化学物質の適正な保管・管理・処分を指導・監視します。 

エ．情報収集や調査研究に努め、国や県、近隣市町村との協力体制を推進します。 

オ．集積した情報等を市民に公開し、環境保全意識の啓発に努めます。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．ばい煙発生施設､粉じん発生施設、ボイラー等を適正に管理し､排出基準を遵守します。 

イ．排出基準を守り、さらに大気汚染物質による環境負荷の低減に努めます。 

ウ．有害化学物質の適正な使用・保管・処理を行います。 

エ．廃棄物は適正に処理・処分します。 

オ．自家用車の利用を控えるとともに、自動車を使用する際には、エコドライブに心がけま

　す。 

カ．天然ガス自動車や、ハイブリッドカーなど低公害車の導入に努めます。 

キ．事業所などで使用するエネルギーは、クリーンエネルギーへの転換に努めます。 
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＜事業者の役割と行動＞ 

ア．工場・事業場からの排水基準を遵守するとともに、さらに負荷の低減に努めます。 

イ．単独での排水処理が困難な施設においては､共同による水質浄化を検討します。 

ウ．農薬や化学肥料などの使用を抑え、環境にやさしい農業を行います。 

エ．化学物質は適正に使用・保管・処理を行います。 

②　水道水源の水質保全の推進

　猪苗代湖や東山ダム、大川ダム等は本市の水道水源として利用されており、安全な水の供 

給はもちろんのこと、おいしい水の供給が求められています。特に猪苗代湖については、近 

年、湖水の中性化傾向が進み、湖岸付近では黒色浮遊物が発生するなど、水環境の悪化が懸 

念されています。

　引き続き、水道水源の水質の保全と監視を行っていきます。 

ア．国や他の地方公共団体との連携を図り、水道水源の水質保全に努めます。 

イ．水質汚濁を防止するため、汚水処理施設の設置を推進します。 

ウ．猪苗代湖へ放流する汚水処理施設において、窒素、リンの高度処理に努めます。 

エ．会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画に基づき、猪苗代湖の水環境保全の取り組みを

　強化します。 

オ．飲料水の安全管理に努めます。 

オ．野焼きは行いません。 

カ．不必要な電気は消したり、適切な冷暖房の温度設定を行うなどの省資源・省エネルギー

　に努めます。 

キ．太陽熱給湯システムの利用や採光への配慮、ヒートポンプ等の温度差エネルギーを利用

　するなど、自然エネルギーの有効利用に努めます。 

(２) 水質汚濁による健康被害の防止 

＜市が行う環境施策＞ 

①　工場・事業場排水対策の継続

　規制基準を遵守して排水することはもちろんのこと、事業者の自主的な行動により水質の 

汚濁を防止するよう指導や周知を図ることが必要です。 

ア．河川等の水質検査を継続的に実施し、排水基準の遵守を促進します。 

イ．富栄養化物質の窒素・リンの排出の削減策を講じていきます。 
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＜市民の役割と行動＞ 

②　農薬・有機塩素化合物等の適正利用の指導

　農薬・有機塩素化合物等の適正利用を指導し、土壌汚染の防止及び地下浸透の防止に努め 

ます。 

ア．事業者に対して、有害化学物質の適正な使用・保管を指導します。 

イ．農薬や化学肥料などの使用を抑え、環境への影響を軽減する環境保全型農業を促進しま

　す。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．三角コーナーや水切りネットを活用し、調理くずなどが河川に流入しないようにしま 

す。 

イ．食器や鍋などの油汚れ等は、新聞紙などでふき取ってから洗うようにします。 

ウ．公共下水道や農業集落排水施設への接続や、生活排水を処理する浄化槽の設置に努めま

　す。 

エ．クリーンアップ作戦などの清掃美化運動に積極的に参加します。 

オ．河川等へのごみのポイ捨ては行いません。 

(３) 土壌汚染による健康被害の防止 

＜市が行う環境施策＞ 

①　化学物質の適正管理と廃棄物の適正処理

　ごみの焼却などによるダイオキシン類の発生や有害化学物質などによる土壌汚染を防止す 

るため、県や関係機関と協力して指導や監視体制の強化に努めます。 

ア．有害化学物質を使用している工場・事業場に対し、適正な使用・保管を指導します。 

イ．廃棄物の適正処理の指導・監視を強化します。 

ウ．地下水の調査を継続して実施します。 

ア．化学物質は､適正に使用・保管・処理を行います。 

イ．重金属や有機塩素化合物などの有機化学物質の使用にあたっては、土壌汚染や地下水汚

　染などを発生させないようにします。 

ウ．廃棄物は､適正に処理・処分します。 

エ．農薬や化学肥料などの使用を抑える環境保全型農業に積極的に取り組みます。 
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＜市民の役割と行動＞ 

ア．環境保全型農業により生産された農作物の購入に協力します。 

イ．ごみは燃やさず、市が行っている分別収集に従って適正に排出します。 

ウ．除草剤は、安易に使用しないようにし、使用する場合には、説明書に従い適切に使用し 

ます。 

(４) 都市型及び生活型公害の防止 

＜市が行う環境施策＞ 
①　生活排水対策の推進
　湯川などの河川では、家庭の台所などから流される生活排水により、市街地の下流部で水 
質の悪化が見られます。
　そこで、各主体が協力して生活排水対策を推進し、環境基準未達成地域での環境基準達成 
を含めて市内の河川の水質の改善に努めていきます。 

ア．汚水処理施設の普及を促進し、生活排水による河川等への汚濁負荷の低減を図ります。 

イ．生活排水による水質汚濁防止のため、市民に対し、台所排水対策や洗剤の適正使用など

　の意識啓発を行います。 

ウ．河川等の水質調査を継続して行います。 

エ．公共用水域（河川など）の水質汚濁や悪臭防止のため、浄化槽の適正な維持管理を指導

　します。 

②　自動車交通対策の推進

　市街地の道路は狭く、交通渋滞が頻繁に発生しています。公共交通機関の利用促進、右折 

レーンの設置やバイパス道路や物流施設の整備等により、市街地の交通環境を改善し、騒音 

や大気汚染に関する対策に努めます。 

ア．国道118号バイパス（西部幹線）など幹線道路網の整備や道路案内標識、歩道の整備に

　より、円滑な交通の確保を促進します。 

イ．道路交通情報などにより経路の変更を誘導し、混雑地域の交通量の分散を図ります。 
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③　近隣騒音対策の推進

　特に市街地においては、事業者に対して関連法令等による規制・指導を徹底し、監視体制 

を充実します。また、騒音・振動対策としての土地利用の適正化を指導します。 

ア．事業活動や建設作業に伴う騒音の防止に努めます。 

イ．近隣の住宅に迷惑にならないよう、カラオケなどの営業騒音の低減に努めます。 

ウ．不必要なアイドリングやクラクションを控えます。 

エ．周辺への光害（ひかりがい）の防止に努めます。 

オ．事業所から悪臭を発生させないように努めます。 

カ．河川や水路等の水質汚濁や悪臭の防止に努めます。 

＜市民の役割と行動＞ 

ア．近隣に迷惑となるピアノなどの生活騒音の発生防止に努めます。 

イ．自家用車を適正に管理し、利用に当たっては自動車騒音に配慮します。 

ウ．公共交通機関や自転車等の利用により、自家用車の利用を控えます｡ 

エ．野焼きなどによる家庭ごみの自家焼却をしないことや浄化槽を適正に維持管理し、悪臭

　の防止に努めます。 

オ．生活排水による河川や水路等の水質汚濁防止や悪臭の防止に努めます。 

④　悪臭防止対策の推進

　悪臭のない良好な生活環境を確保するため、事業者に対する規制・指導を行うとともに、 

住宅地と工場の住工混在を解消するため、計画的な土地利用を推進します。また、日常生活 

において悪臭を発生しないよう、市民への啓発を行っていきます。 

ア．事業場から悪臭を発生させないよう指導します。 

イ．日常生活に伴う悪臭の防止のため、野焼きなどによる家庭ごみの自家焼却の禁止や浄化

　槽の適正な維持管理など、市民に対して啓発を行います。 

ウ．関係機関との連携を図り、河川や水路等の水質汚濁や悪臭の防止に努めます。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．飲食店等の深夜営業騒音、商業用等の拡声器騒音、建設作業騒音などについては、法令

　等による規制や指導の一層の徹底を行います。 

イ．工場が立地する場合には、適切な土地利用の指導に努めます。 
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ア．市内に残されている巨樹・巨木の保存のため、引き続き調査を行い、保護対策の推進に

　努めます。 

イ．市民の協力により、下刈りなどの育林を行い、適正な管理を進めます。 

ウ．市民の体験活動への参加機会提供に努めます。 

＜事業者の役割と行動＞ 

２．人と自然が健全に共生するまちをめざして 

（１）生態系の多様性の確保 

＜市が行う環境施策＞ 

①　すぐれた生態系の保全

　自然公園や天然記念物など、本市に残されているすぐれた自然の保全に努めます。また、 

特に保全の必要性が高い地域については、効果的な保全手法の検討と導入を進めます。 

ア．開発に当たっては、生態系に配慮した土地利用を行うよう指導します。 

イ．開発事業の実施に当たっては、生態系に配慮するよう指導します。 

ウ．猪苗代湖、大戸岳、背あぶり山高原など、すぐれた自然環境を保全します。 

エ．国の天然記念物である赤井谷地や県の天然記念物である白山沼は貴重な生態系を有して

　いることから保全に努めます。 

②　平地林等の保全と活用

　所有者などの協力を得ながら、平地林の保全対策を進めます。さらに、自然に関する学習 

や体験活動の場としての整備を促進します。 

ア．自然や生物を守り、採取したり、傷つけないようにします。 

イ．植林などの緑化活動などに積極的に参加し、生態系の保全に貢献します。 

ウ．野外活動の際には、ごみは持ち帰り、生物の生息・生育環境を破壊しないようにしま

　す。 

エ．生活雑排水の流入により、河川や湖沼が汚れないように配慮します。 

ア．木材資源を有効に利用し、森林の保護・育成に努めます。 

イ．開発に当たっては、生態系に配慮します。 

ウ．開発または工事後には、植生の復元に努めます。 

エ．農地や森林を適正に維持管理し、生態系の多様性の確保に努めます。 

＜市民の役割と行動＞ 
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ア．守るべき生き物を守り、捕獲・採取しないようにします。 

＊ 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。 

ア．事業を実施する際には、生態系への影響に配慮します。 

イ．市街地や農村地域などで失われた生物の生息環境を回復するために、ビオトープ＊事業

　を促進します。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．開発に当たっては、野生生物の生息・生育環境に配慮します。 

イ．開発に当たっては、土地の改変に伴う野生生物への影響を極力回避するよう配慮しま

　す。 

ウ．農地や森林の持つ保水機能や水源かん養・浄化機能の保持に努め、野生生物の生息・生

　育環境の保全に努めます。 

＜市民の役割と行動＞ 

（２）野生生物種の保存 

＜市が行う環境施策＞ 

①　野生生物の適切な保護

　野生生物の実態を調査し、鳥獣保護区設定など各種制度の活用や普及啓発により、野生生 

物を適切に保護します。 

ア．土地の利用に当たっては、野生生物の生息・生育環境を確保するよう指導します。 

イ．天然記念物、絶滅のおそれのある野生生物については、生態調査など、情報収集を行う

　と共に、文化財保護法や絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣の

　保護及び狩猟の適正化に関する法律などの各種制度の適切な活用を図り、保護を促進しま

　す。 

ウ．特定外来生物等は、既存の生態系を壊すおそれがあることから、情報収集に努め、排除 

等

　の適切な対応に努めます。 

②　生息環境への配慮

　各種事業の実施に際して事前に充分に調査・検討を行い、また、学識経験者や関係者と協 

議して野生生物の生態に配慮し、野生生物の生息・生育環境の確保に努めます。 
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＜市が行う環境施策＞ 

①　市街地における緑の保全・整備

　市街地において、緑豊かでうるおいのある生活空間を形成するため指定制度を設け、保存 

や意識啓発を行うとともに整備を図ります。 

ア．地域のシンボルとなっている樹林・樹木や庭園は、保全樹林・保全樹木及び自然景観指

　定緑地としての指定を進め、守り育てていきます。 

イ．庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進めるとともに、大規模な公共施設の整備に

　当たっては、地域の景観や野生生物の生育・生息環境に配慮した緑地を確保します。 

ウ．市民に対し、生け垣や庭の緑化などの住宅周辺の緑化を促進します。 

②　森林の保全と活用の推進
　快適な環境としての森林、健康的な活動の場としての森林など、森林の多面的な機能を活 
用するため、地域の実情に合わせて森林との触れ合いを図るための整備を推進します。 

ア．森林を育てるため、間伐、下刈り等の保全・管理対策を推進します。 

イ．森林ボランティア活動を活用した市民参加型の森林づくりを推進します。 

ウ．水源かん養、土砂流失防止などの機能がある保安林については、適正管理を促進しま

　す。 

エ．自然環境保全地域に指定されている大戸岳については、すぐれた自然が残されているこ

　とから、法令等の活用により保全を図ります。 

オ．自然公園に指定されている磐梯朝日国立公園や大川羽鳥県立自然公園の適切な保護管理

　に協力するとともに、公園施設の利用を促進します。 

カ．緑を愛し、守り育てる心を養う緑の少年団の取り組みの推進と支援を行います。 

イ．自然や生き物を守る環境保全活動などへ積極的に参加します。 

ウ．環境学習に積極的に参加し、自然の大切さの理解に努めます。 

エ．野生生物を保護するため、野生生物の生息・生育地域にむやみに立ち入らないように

　し、立ち入る場合は、ルールを守ります。 

オ．野生動植物の生息・生育に重要な場所の保全に協力します。 

（３）多様な自然環境の保全・回復 
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③　農地の保全と活用の推進

　農業水利施設としての用水やため池については、生態系に配慮しつつ、地域の憩いの場と 

して持続的な利用を進めるとともに、都市住民が自然に触れ合えるよう農村と都市部との交 

流を促進します。 

ア．農地の遊休化の解消に努めるとともに、環境に配慮した農業基盤の整備を推進します。 

イ．農村との交流を通じて自然との触れ合いを促進するため、市民の農業体験を進めます。 

④　水辺地の保全・回復の推進

　河川、湖沼、湧水池といった本市の特徴である豊富な水辺を生かし、生態系に配慮した身 

近に触れ合える水辺を形成します。また、既にコンクリート護岸が整備されたような場所に 

ついても、周辺環境の状況に応じて、自然性の高い水辺の形成を進めます。 

＜市民の役割と行動＞ 

ア．事業所敷地内の緑化や親水整備に努め、周辺地域との調和を図ります。 
イ．工場・事業場排水による河川等の水質の汚濁防止に努め、水辺地の保全に配
　慮します。 
ウ．開発に当たっては、森林、農地、水辺地などに配慮して、多様な自然環境の保全に努め
　ます。 
エ．山林地域等への不法投棄を行なわず、発生する廃棄物については適正に処理します。 

ア．庭やベランダ、生け垣など、身近な場所の緑化に努めます。 

イ．近くの公園など、身近な自然の維持・管理に協力します。 

ウ．社寺林、屋敷林の保全に努めます。 

エ．植林など、森林づくりの取り組みに積極的に参加し、緑の回復に努めます。 

オ．周辺の河川やため池を汚さないように努めます。 

カ．草木や動物を傷つけたり、持ち帰らないようにします。 

キ．天然記念物や、巨樹・巨木など貴重な自然を守ります。 

ク．各種の自然観察会や講演会など、環境に関する行事に参加し、環境学習を積極的に体験

　し、自然の大切さの理解に努めます。 

ケ．山や川、湖へ出かけたときは、ごみを持ち帰ります。 

ア．河川の護岸工事の際には、生物生息空間や水質浄化に配慮した整備を促進します。 

イ．湯川や古川、阿賀川などは、貴重な親水空間として整備を促進します。 

ウ．都市公園の整備においては、親水広場など親水設備の整備を検討します。 

エ．国の天然記念物に指定されている赤井谷地については、すぐれた自然が残されているこ

　とから、法令等の活用により保全を図ります。 

オ．県の天然記念物である白山沼は、貴重な生態系を有していることから、保全に努めま

　す。 

＜事業者の役割と行動＞ 
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＜市民の役割と行動＞ 

ア．森林や水辺地など自然環境に立ち入った際には、ごみを持ち帰ります。 

イ．草木や動物を守り、傷つけたり捕獲・採取しないようにします。 

ウ．自然観察会や体験活動などに積極的に参加し、自然環境の保全についての理解に努めま

　す。 

②　自然体験の推進

　人と自然との触れ合いを図るため、自然観察会などを開催していきます。 

ア．自然観察会等を開催していきます。 

イ．自然観察会や探鳥会などの開催を支援します。 

ウ．身近な自然や生物の情報提供に努めます。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．開発に当たっては、森林・農地・水辺地等に配慮し、自然環境の保全に努めます。 

（４）人と自然との共生 

＜市が行う環境施策＞ 

①　身近な緑・水辺の保全・創出

　農地や身近な森林など地域に親しまれている緑や水辺地については、地域住民の協力によ 

り適切な保全に努めます。 

ア．市街地において、都市公園・緑地等の身近な自然環境の整備を推進します。 

イ．身近な自然と触れ合える場として、水辺地における親水空間の保全・整備、公園や公共

　施設での緑化等を推進します。 

ウ．地域の緑の保全を図るため、緑の効用や必要性について普及啓発を行い、森林の保全や

　緑化推進に努めます。 

エ．地下水かん養、生態系維持など環境保全機能を有する農地や里山の保全に努めます。 
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＜市民の役割と行動＞ 

ア．三角コーナーや水切りネットを活用し、調理くずなどが河川に流入しないようにしま

　す。 

イ．食器や鍋などの油汚れ等は、新聞紙などでふき取ってから洗うようにします。 

ウ．汚水処理事業による施設への接続や、高度処理のできる浄化槽の設置に努めます。 

エ．環境美化運動に積極的に参加します。 

オ．キャンプや湖水浴の際には、ごみを持ち帰るとともに、水質の保全に努めます。 

＜事業者の役割と行動＞ 

②　水環境保全思想の啓発推進

　水環境保全については、市民、事業者及び行政が、それぞれの役割を踏まえた上で連携 

し、実践活動に取り組むことが必要であり、そのための適切な情報や学習機会の提供を行い 

ます。 

ア．「こどもエコクラブ」のクラブ員数の拡大や「せせらぎスクール」の利用促進、「出前

　講座」の充実など、活動基盤の整備や学習機会の充実を図ります。 

イ．猪苗代湖の水環境保全の観点からの適切な情報収集に努め、市が発行する「会津若松市

　の環境」、環境フェスティバルや市のホームページ等を活用しながら、情報提供に努めま

　す。 

ア．工場・事業場からの排出基準を遵守するとともに、さらに負荷の低減に努めます。 

イ．農薬や化学肥料などの使用を抑え、環境にやさしい農業を行います。 

ウ．化学物質は適正に使用・保管・処理を行います。 

エ．環境美化運動に積極的に参加します。 

３．自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして 

（１）猪苗代湖の水環境の保全 

ア．汚水処理事業を推進し、高度処理による水質保全に取り組みます。 

イ．農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型農業を推進するなど、農用地からの汚濁負

　荷の低減に取り組みます。 

ウ．森林を保全し、かん養保水能力を維持しながら、水源保全に努めます。 

エ．猪苗代湖の水辺などに生息・生育する野生生物や生態系を一体的に考え、総合的な保全

　施策を推進します。 

＜市が行う環境施策＞ 

①　猪苗代湖の水質保全の取り組みの強化

　水環境の悪化が懸念される猪苗代湖について、会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画に 

基づき、関係機関と協力して水質保全の取り組みを強化します。 
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③　郷土史学習の推進

　郷土愛を育むためには、歴史をよく理解し、愛着をもつことが大切であり、学校の教育活 

動や社会教育において、郷土史の学習を推進し、施設の整備や人材の育成に努めます。 

ア．本市の特色ある歴史・自然に関する郷土研究活動を推進し、郷土研究奨励制度の普及を

　図ります。 

イ．郷土史の編纂や刊行物などによって、郷土史学習の普及を図ります。 

ウ．絵画、工芸、民俗・歴史・考古資料などの文化財を保管・展示し、本市の歴史を学習で

　きる機会の創出に努めます。 

エ．学校での授業時間や遠足等の課外学習において､郷土の文化や歴史を学ぶ教育活動を行

　います。 

＜市が行う環境施策＞ 

①　文化財の調査・保存の推進

　史跡や遺跡、有形・無形文化財など本市に多く残されている歴史的文化遺産については、 

文化財指定などによる積極的な保存に努めます。 

ア．本市には史跡や遺跡が数多く存在しているため、今後もこれらの調査、研究を行い、そ

　の保存に努めます。 

イ．美術工芸品、神社・仏閣等の建造物、芸能・工芸技術といった有形・無形の文化財の調

　査を行い、その保護・保存を図ります。 

ウ．史跡、名勝、天然記念物、建造物などの指定文化財の管理・補修に対する指導に努めま

　す。 

②　文化遺産との触れ合い

　歴史的文化遺産について、史跡等の整備を図るとともに、歴史と親しむことのできる空間 

づくりの整備を行います。また、市民の保存意識の高揚のために、情報の提供、人材の育成 

や援助に努めます。 

ア．会津藩主松平家墓所等の調査や保存を図り、整備と活用を行います。 

イ．出前講座等を通して、文化財への理解の促進と人材の育成に努めます。 

ウ．文化財についての普及、啓発を図るため、文化財に関する資料刊行を行います。 

（２）歴史的環境の保全 
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（３）良好な景観の創造と保全 

＜市が行う環境施策＞ 

①　市街地景観形成の推進

　市街地にゆとりとうるおいのある空間を創出するため、都市公園や親水施設などの整備に 

努めます。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．伝統芸能等の振興、後継者の育成を支援し、それらを活用したイベントに積極的に参加

　します。 

イ．開発に当たっては、歴史的遺産や周辺の歴史的雰囲気の保全・創出に配慮します。 

ウ．事業活動に当たっては、歴史的文化遺産や周辺の歴史的雰囲気への影響をできるだけ少

　なくするため、大気・水質・悪臭の防止などに配慮します。 

＜市民の役割と行動＞ 

ア．歴史的文化遺産に落く書きをしたり、傷つけないようにします。 

イ．伝統行事等に積極的に参加し、保存伝承に協力します。 

ウ．郷土の歴史に関心を持ち、歴史的文化遺産の保存の必要性を理解します。 

エ．郷土に根ざしている祭りや方言、伝統行事等の無形の生活文化を次世代へ継承していき

　ます。 

オ．巨樹・巨木を大切に守り、育てます。 

④　歴史的景観の保全・形成

　本市には、歴史的景観が多く残されており、地域の歩みを物語る歴史的なまち並みを保 

存・修復するとともに、周辺環境との一体的な整備を進め、地域の個性づくりへの活用を図 

ります。 

ア．都市計画法、会津若松市景観条例等による規制や、良好な歴史的まち並み及び建築物に

　対する表彰制度や指定制度を活用し、周辺の歴史的景観にあったまちづくりの推進と歴史

　的建造物の保全に努めます。 

イ．史跡若松城跡や名勝会津松平氏庭園、八葉寺をはじめとする本市の代表的な文化財は、

　歴史的景観を形成する重要な要素であることから、積極的に保存・整備を推進します。 

ウ．鎮守の森など、地域の歴史的環境を保全します。 
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ア．モラルの向上に努め、空き缶やたばこのポイ捨ては行いません。 

イ．ペットのふんは持ち帰ります。 

ウ．花いっぱい運動や生け垣の植栽など緑豊かなまちづくりに努めます。 

エ．地区の環境美化推進協議会などによる地域の環境美化活動に参加します。 

オ．美しい景観づくりなどの美化活動に積極的に参加します。 

カ．新しい住宅を建築する際には、周辺の自然景観や歴史的景観と調和がとれるよう配慮し

　ます。 

＜市民の役割と行動＞ 

ア．会津若松市生活環境の保全等に関する条例によるごみのポイ捨て禁止の徹底や意識啓発

　に努めるとともに、環境美化活動を支援し、広く市民の参加を促し、まちの美化に努めま

　す。 

イ．まちの美化推進のため、自動販売機設置に対する指導に努めます。 

ウ．模範となるような美化活動やすぐれた建物、生け垣、花壇等に対する表彰制度などを活

　用し、まちの美化に対する市民意識を高めるよう積極的な働きかけを行います。 

エ．放置自転車防止のため、自転車利用者への働きかけを行います。 

オ．犬ふん放置禁止等の徹底を図るため、（仮称）マナー向上連絡会議の開催等により、飼

　い主のマナーの向上に努めると共に、市と市民が幅広く連携し、適切な対策を講じます。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．事業計画の策定や事業の実施の際には、建築物の構造や色彩などが周辺の景観と調和す

　るように十分配慮します。 

イ．事業所敷地内の緑化・美化に努め、周辺景観と調和した環境の整備に努めます。 

ウ．良好な景観地域での自動販売機や看板、広告塔の設置に配慮します。 

エ．自動販売機には、回収容器を設置し、空き缶やビン、ペットボトルなどの回収に努めま 

す。 

ア．良好な景観を形成していく上で、保全・整備すべき地域の重点的な整備を推進します。 

イ．重要な歴史的遺産である史跡若松城跡と湯川を含む地域については「景観形成ガイドプ

　ラン」により、先導的な景観形成を推進します。 

ウ．道路敷地内の無電柱化や、地域にあった道路の舗装、街路灯、植栽などの整備を推進し

　、良好な景観の創造に努めます。 

エ．都市公園の整備に努め、ゆとりある市街地景観の形成に努めます。 

オ．河川の護岸工事に当たっては、親水空間の整備を行うなど、ゆとりある市街地景観の形

　成を促進します。 

②　まちの美化推進

　散乱ごみ対策として、市民などへの意識啓発を行うとともに、環境美化活動への支援に努 

めます。 
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＜市民の役割と行動＞ 

ア．庭やベランダ、生け垣など住まいの緑化を行います。 

イ．自然と触れ合える自然観察会や探鳥会などの活動に積極的に参加します。 

ウ．下刈りや植林に参加し、森林の保全・創出に努めます。 

エ．草木や動物の観察方法や自然との触れ合い方を学習し、実践します。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．自然と触れ合えるレクリェーション活動を推進します。 

イ．施設の緑化等を行い、自然との触れ合いの場所として地域住民に提供します。 

ア．湯川や阿賀川などの河川、猪苗代湖畔においては、市民の憩いの場となるような親水空

　間の整備を促進します。 

イ．市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を創出します。 

ウ．史跡若松城跡は市民の憩いの場となっていることから、さらに、保存・整備を進めてい

　きます。 

エ．市民が自然に親しむことのできる場として、小田山公園や子どもの森、背あぶり山高原

　、白山沼等の自然環境に配慮した適切な維持管理及び環境整備に努めます｡ 

オ．特色ある公園や街路樹づくりなど、市街地での触れ合いの場を整備します。 

②　触れ合いの機会の充実

　情報の提供や団体への支援等により、人と自然との触れ合える機会を充実させます。ま 

た、農業・農村や里山が有する地域資源を通してグリーン・ツーリズムやエコツーリズムな 

どの活動を促進します。 

ア．市民団体等が行う自然観察会などへの支援を行うとともに、リーダーの育成に努めま

　す。 

イ．自然と触れ合える場所について、施設の利用状況などの情報提供を行い、参加を促進

　します。 

ウ．農山村地域において、グリーン・ツーリズムやエコツーリズムを促進します。 

（４）自然と触れ合える場の確保 

＜市が行う環境施策＞ 

①　自然と触れ合える場の整備

　本市に多く残されている自然の活用を図るため、地域の特性を生かしつつ、多くの人が自 

然と触れ合えるよう、環境学習・環境教育の場となるような整備に努めます。 
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ア．ごみのポイ捨て禁止のための意識啓発や、市民や事業者等に対する廃棄物の適正処理を

　指導します。 

イ．（仮称）マナー向上連絡会議の開催等により市と不法投棄監視員や生活環境保全推進員

　を含む市民が幅広く連携し、不法投棄やポイ捨て防止の徹底を図ります。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．ゼロエミッション等を目標にした、廃棄物減量化計画を作成するなどし、ごみの減量を

　図ります。 

イ．製品の耐久性の向上、補修サービスにより、製品の長寿命化に努めます。 

ウ．過剰包装品や使い捨て製品について製造・販売・使用を自粛します。 

エ．事業所から出たごみについても、分別排出します。 

オ．自動販売機には、回収容器を設置し、空き缶やビン、ペットボトルなどの回収に努めま

　す。 

カ．産業廃棄物の処理に当たっては、マニフェストシステム＊により適正に処理します。 

キ．ダイオキシン類の発生や周辺への悪臭を及ぼす廃棄物の野焼きは行いません。 

ク．廃棄物は、適正に処理・処分します。 

ケ．イベント等を開催する場合には、ごみ発生の抑制に努めます。 

＊　廃棄物を排出する場合、不適正処理や不法投棄を防ぐため、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。 

４．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 

＜市が行う環境施策＞ 

①　ごみの発生抑制と減量の推進

　一般廃棄物については、発生の抑制、再使用・再生利用の促進、分別排出の徹底によりご 

みの減量化を図ります。 

ア．市民に対し、使い捨て商品などの買い控えや分別排出の徹底、マイ箸運動の推進などの

　意識啓発を行い、平成16年度実績値に対し、平成27年度までに1人1日当たり57gの減

　量を目標とします。 

イ．市民に対し、電動式生ごみ処理機設置補助を行い、生ごみの減量、堆肥化を促進しま

　す。 

ウ．事業者に対し、マイバッグ運動、簡易包装促進の協力を要請し、廃棄物の発生抑制に努

　めます。 

エ．市が行うイベント等において、ごみ発生の抑制に努めます。また、事業者や市民に対し

　イベント等を開催する場合には、ごみ発生の抑制に努めるよう啓発を行います。 

②　ごみの適正処理及び不法投棄やポイ捨ての防止

　まちの美化を推進するため、生活環境保全推進員などによるポイ捨ての禁止の徹底や環境 

美化団体の支援を行います。また、山間地や河川敷等でみられる不法投棄を防止するため、 

不法投棄監視員によるパトロールなどを行います。 
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ア．環境マネジメントシステム(ISO14001)を推進し、庁内において再生品などの環境に
　やさしい商品の購入に努めます。 
イ．事業者に対し、再生品を利用した商品や再生利用可能な商品開発への協力を依頼しま
　す。 
ウ．エコマークやグリーンマークなどの環境にやさしい商品の購入を促進します。 
エ．環境にやさしい商品を積極的に販売する商店の「エコショップ」情報を提供します。 
オ．市のリサイクルコーナーを充実させ、市民の利用と普及を図ります。 

＜市民の役割と行動＞ 

ア．生ごみの自家処理やリサイクル等を行い、平成16年度実績値に対し、平成27年度まで

　に1人1日当たり５７gの減量を目標とします。 

イ．リサイクルしやすい商品の購入に努め、過剰包装品や使い捨て製品など、ごみになるよ

　うなものの購入を控えます。また、マイ箸運動の推進に努めます。 

ウ．リターナブルびん＊など再利用できる物の購入に努めます。 

エ．市が行っている分別収集に従って適正に排出します｡ 

オ．野焼きは行いません。 

カ．飲料水の空き缶等のポイ捨ては行いません。 

キ．イベント等において、ごみ発生の抑制に努めます。 

（２）リサイクルの推進 

＊　一升びんやビールびんなど、洗って繰り返し使用できるびんのこと。 

＜市が行う環境施策＞ 

①　資源回収と再資源化

　「容器包装リサイクル法」等に基づき、分別排出の体制を強化するとともに、資源回収を 

円滑に推進します。 

②　再生品の利用促進

　市は、物品の購入に際し、環境にやさしい商品の積極的な購入に努めるとともに、市民や 

事業所に対しても積極的に購入できるよう、情報の提供に努めます。 

ア．分別排出が円滑に進むよう、分別・回収・資源化のシステムを整備するとともに、ごみ

　ステーションの充実やパンフレットの配布等による意識啓発を行います。 

イ．缶、びん、ペットボトル、食品トレイ等の資源回収を促進するため、小売店に回収の協

　力を要請します。 

ウ．リサイクル事業を推進するため、リサイクル施設や技術の情報収集を行い、必要な施設

　の整備に努めます。 

エ．資源化・再生利用技術等の普及に努めます。 

オ．農業用使用済みプラスチックのリサイクル処理を推進します。 
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ア．木材資源の有効利用を図るため、建設工事等における熱帯材合板コンクリート型枠など

　の効率的な利用に努めます。 

イ．事業者に対しては、使い捨て商品の販売や過剰包装の自粛を求め、省資源をめざした製

　品の開発を促進します。 

ウ．雨水の有効利用を促進します。 

＜市民の役割と行動＞ 

ア．町内会や子供会などが行っている資源物回収へ積極的に参加します。 

イ．牛乳パックや食品トレイなどの店頭回収に協力します。 

ウ．ごみの排出の際には、市が定めた区分に従って分別排出に協力します。 

エ．使用可能な製品は捨てずに、リサイクルコーナーに提供します。 

オ．フリーマーケットやリサイクルフェア等を積極的に活用します。 

カ．リターナブルびんや詰め替えができる商品、リサイクルできる商品などの購入に努めま

　す。 

キ．食材は使い切り、残った場合は生ごみ処理器等で堆肥化するなど、生ごみの減量に努め

　ます。 

ク．廃油を原料としてつくられた製品等、再生品の活用に努めます。 

（３）省資源、省エネルギーの推進 

＜市が行う環境施策＞ 

①　省資源の推進

　省資源を推進するため、公共事業において使用される資材に配慮します。また、雨水利用 

システムなどの導入を推進します。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．産業廃棄物は適切に処理するとともに、建設工事に伴い発生する残土や建設資材等の廃

　棄物については、再利用及びリサイクルをします。 

イ．建設資材には再生資源の利用に努めます。 

ウ．再利用可能な環境にやさしい製品の開発・購入に努めます。 

エ．環境にやさしい製品・材料の販売、購入、利用を推進します。 

オ．事業所内において、分別・回収・資源化システムの整備を検討します。 

カ．コピー用紙などの古紙の回収に努めます。 

キ．食品トレイ、ペットボトル、紙パックなどは店頭回収し、リサイクルに努めます。 

ク．自社製品の回収ルートの整備や消費者へのリサイクル情報の提供に努めます。 
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ア．雨水や汚水処理水などを雑用水として再利用するなど節水に努め、水の再利用、有効利

　用に努めます。 

イ．受電設備の合理化や系統別電圧の適正化などにより電力の効率的な使用を進めます。 

ウ．OA機器、照明設備、冷暖房設備などの電気機器を効率的に使用し、節電に努めます。 

エ．製品の開発、製造、流通、販売から廃棄まで事業活動を見直し、省エネルギー・省資源

　対策を進めます。 

オ．業務用車両を購入・使用する際には、低公害車や、使用目的に応じ、適切な大きさの車

　両を選びます。 

カ．アイドリングストップ等のエコドライブに配慮します。 

キ．紙などの物品の使用量を減らしたり、裏紙の使用などの効率的な利用を図ることによっ

　て、できる限り省資源に努めます。 

ク．ISO14000シリーズの認証取得などにより、環境負荷の低減に努めます。 

＜市民の役割と行動＞ 

ア．節水コマを取り付けたり、水を出しっぱなしにしないなど節水を実践します。 

イ．不必要な電気は消し、適切な冷暖房の温度設定を行うなどの省資源・省エネルギーに努

　めます。 

ウ．テレビやビデオなどの電気製品を使わない時は、主電源を切るようにします。 

エ．家電製品や車の購入に当たっては、省エネルギータイプの製品を選択します。 

オ．照明については、インバーター式や自動消灯装置の付いた商品、電球型蛍光灯、発光ダ

　イオードを利用した商品を選択します。 

カ．エコマークやグリーンマークのついた環境にやさしい商品を選択します。 

キ．住宅の新築、改築時には、省エネルギー型の環境共生住宅などの導入を検討します。 

ク．自家用車の利用を控え、公共交通機関や自転車の利用に努めます。 

ケ．エコドライブに努め、不必要なアイドリングなどを行いません。 

コ．故障したときはすぐ捨てずに修理するなど、ものを長期的に使用するように努めます。 

サ．輸送に伴う環境への負荷低減の観点から、地産地消に努めます。 

②　省エネルギーの推進

　日常生活における省エネルギーの取り組みを推進するとともに、施設整備や事業活動にお 

ける省エネルギー対策を進めます。 

ア．建築物におけるエネルギーの効率的利用を図ります。 

イ．アイドリングストップ等エコドライブの普及啓発活動に努めます。 

ウ．市民一人ひとりが日常生活のあり方を見直し、省エネルギー型の生活が実践できるよう

　普及・啓発に努めます。 

エ．市民・事業者に省エネルギーを呼びかけるとともに、市自らも施設における省エネルギ

　ー対策に積極的に取り組みます。 

オ．公共施設の整備に当たっては、省エネルギーなど環境に配慮した施設整備を進めていき

　ます。 

カ．輸送に伴う環境への負荷低減の観点から、地産地消運動を推進します。 

＜事業者の役割と行動＞ 
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＜市民の役割と行動＞ 

ア．太陽熱給湯システムや太陽光発電の利用及び採光に配慮するなど、自然エネルギーの導

　入と有効利用に努めます。 

イ．住宅を建築する際には、断熱性や気密性に優れた建材を用いるなど、環境に配慮した構

　造の環境共生住宅の導入に努めます。 

ウ．自家用車の買い替えや新規購入時におけるクリーンエネルギー自動車の購入を図りま

　す。 

＊　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、高い熱効率を得ることが 
可能である。 
低い温度の熱源から冷媒を介して、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。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．太陽光発電、太陽熱利用などの自然エネルギーの導入に努めます。 

イ．コジェネレーションシステムなどの導入により、エネルギー効率の向上を図ります。 

ウ．ボイラーの廃熱利用など生産工程におけるエネルギー利用の効率化を図ります。 

エ．クリーンエネルギー自動車の導入に努めます。 

＜市が行う環境施策＞ 
①　自然（再生可能）エネルギーの導入
　太陽、風などのクリーンな自然エネルギーの利用については、情報収集を積極的に行い、 
本市の気象条件・地理的条件や信頼性、低価格化などの技術開発の状況をみながら、導入と 
普及を進めます。 

ア．小型風力発電や太陽光発電、太陽熱利用などの自然エネルギーの導入を検討します。 

イ．汚水処理過程で発生する消化ガス等、バイオマスエネルギーの更なる活用についての検

　討をします。 

ウ．新エネルギーに関する情報の提供を図り、導入を促進します。 

②　その他の新エネルギー等の導入

　木質ペレットやＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）、廃熱などこれまで利用が進まなかった 

エネルギーや、新しい技術を用いたその他の新エネルギーの利用を検討します。 

ア．天然ガスコジェネレーションシステム＊ 、ヒートポンプシステム などの導入を検討し
　ます。 
イ．木質ペレットやＢＤＦ、廃熱の利用を検討し､導入に努めます。 
ウ．ハイブリッド車や天然ガス車等のクリーンエネルギー自動車の導入に努めます。 
エ．温度差エネルギーなどのリサイクル型エネルギーの導入を検討します。 

（４）新エネルギーの利用推進 
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ア．2010年度までに1990年レベルから8％削減するという福島県地球温暖化対策推進計

　画による目標達成のために二酸化炭素の排出抑制に努めます。 

イ．業務用車両には、二酸化炭素の発生の少ない低公害車を導入します。 

ウ．従業員に対し、不必要なアイドリングは行わないなどのエコドライブを行うよう指導し

　ます。 

エ．従業員に対し、節電や節水の指導を行うとともに、廃熱利用等による省エネルギー化設

　備の導入に努めます。 

オ．事業所内の緑地の創出に努めます。 

ア．2010年度までに1990年レベルから8％削減するという福島県地球温暖化対策推進計

　画による目標達成のために電気やガス、石油類の省エネルギー対策、ごみの減量、自動車

　排出ガス対策等により、二酸化炭素の排出抑制に努めます。 

イ．市の施設から排出される二酸化炭素の排出量を2004年度と比較して2010年度までに

　3.1％削減を図ります。 

ウ．太陽光発電や風力発電などの新エネルギーの導入を推進します。 

エ．市民や事業者に普及啓発活動を行い、二酸化炭素の排出が少ないライフスタイルを促進

　します。 

②　二酸化炭素吸収源の保全・創出

　森林や樹木は二酸化炭素を吸収したり、保水機能や生態系の保全などの多様な環境保全機 

能もあります。そこで、森林の保全に努めるとともに、植林など身近な緑化の推進に努めま 

す。 

ア．森林・緑地を保全するとともに、新たな緑地空間の創出に努めます。 

イ．公共工事における熱帯材型枠等の効率的な利用を促進します。 

ウ．再生紙の利用を促進します。 

＜事業者の役割と行動＞ 

５．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 

（１）地球温暖化防止対策の推進 

＜市が行う環境施策＞ 

①　温室効果ガスの排出抑制

　地球温暖化は石油や石炭などを燃やしたときに発生する二酸化炭素などの温室効果ガスの 

増加により起こります。

　二酸化炭素の発生を抑制するために、省エネルギーの普及とエネルギーの効率的使用を促 

進します。 
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＜市が行う環境施策＞ 

①　「環境マネジメントシステム－ＩＳＯ14001」の推進

　市の全ての事務事業にかかる環境負荷の低減や市全体への波及を図るために、平成13年２ 

月に、「環境マネジメントシステム－ＩＳＯ14001」を認証取得しました。

　さらに、市の施設の温室効果ガスの削減を図るために平成18年7月に「会津若松市地球温 

暖化対策推進実行計画」を策定しました。

　これらの取り組みを「学校版環境ＩＳＯ」や「家庭版環境ＩＳＯ」、さらには「省エネル 

ギーに関する講座」等の開催により市全体へ波及させながら、環境マネジメントシステムの 

ＰＤＣＡサイクルを回すことで、環境保全・創造に向けた継続的な改善を促進していきま 

す。 

（2）環境教育及び学習の推進 

＜市民の役割と行動＞ 

ア．日常生活において、2010年度までに1990年レベルから8％削減するという福島県地

　球温暖化対策推進計画による目標達成のために、節電や節水などに努めます。 

イ．自家用車の利用を控え、公共交通機関や自転車の利用に努めます。 

ウ．自家用車を使用する際は、不必要なアイドリングは行わないなどエコドライブを実践し

　ます。 

エ．積極的に下刈りや植林に参加し、森林の保全・創出に努めます。 

オ．庭やベランダ、生け垣など住まいの緑化や、地域の緑化活動等に参加します。 

環境方針（環境十ヶ条） 

○ 公害や環境汚染を予防すると共に､人の健康を保護します。 

○ 人と自然との共生につとめます。 

○ 自然と歴史を守り、人と自然が身近にふれあえるようにつとめます。 

○ 資源循環型の地域社会づくりにつとめます。 

○ 地球環境を守り､環境への負荷の少ない地域社会づくりにつとめます。 

○ 市役所のすべての行動に、適切な環境配慮を行います。 

○ 環境関連の法令等を厳格に守ります。 

○ 環境目的・目標を設定し､見直しを行いながら継続的な改善に取り組みます。 

○ 組織で働く又は組織のために働くすべての人が､環境方針を理解し､方針に沿った行動を継

　続的に実施します。 

○ 環境方針は、だれもがその情報を入手できるようにします。 

②　環境教育及び学習の促進

　持続可能な社会に向けての取り組みを進めるためには、市民一人ひとりの意識改革が必要 

です。それには、家庭・職場・学校・地域などのさまざまな場において環境学習を進めてい 

くことが必要であり、市は、環境教育・学習ができる機材や機会の確保などについて積極的 

に推進します。 
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③　情報の収集及び情報の提供

　市民や事業者が環境問題に対する理解と知識を深め、自主的な環境保全活動への取り組み 

を行っていくには、環境に関する幅広い情報を体系的に収集・整備し、それを適切に提供し 

ていくことが必要です。

　そのため、市は積極的に環境に関する情報を収集し、市民や事業者にあらゆる機会を通 

じ、情報の提供に努めます。 

ア．「学校版環境ISO」や「家庭版環境ISO」の取り組みを推進します。 

イ．市民や小中学校、事業所等の環境学習に活用できる環境学習資料の提供に努めます。 

ウ．幼稚園や保育所、小中学校等における環境教育の充実に努めます。 

エ．自然公園や市民農園など自然教育・学習に利用できる場の充実、施設利用を通した環境

　に関する学習機会の提供に努めます。 

オ．「こどもエコクラブ」の会員拡大に努めます。 

カ．「こどもを対象とした環境教室」や「エコドライブ講習会」「省エネルギーに関する講

　座」、出前講座等の開催を通して、環境保全のための人材育成に努めます。 

キ．市政だよりの活用やパンフレットの作成・配布などの広報活動を通じて、環境に関する

　情報の提供に努めます。 

ク．環境フェスティバルなど、市民が考え行動する行事を積極的に推進します。 

ケ．地域の緑化、清掃活動など、環境保全団体の自主的な活動の支援に努めます。 

コ．市内公立小中学校を対象に、森林を保全していこうとする態度を養う森林環境学習を実

　施します。 

サ．各公民館におけるこどもを対象とした教室をはじめ、各種事業の中で環境教育の充実に

　努めます。 

④　市民活動の支援

　環境への負荷低減や快適な地域環境の創造を図る上で、地域社会の主要な構成員である市 

民、事業者、民間団体等の参加が不可欠であり、また、環境保全に関して自発的に取り組む 

ことが、極めて重要です。

　そこで、これらの活動が効果的に行われるように、市は、必要な情報や場の提供、指導ま 

たは助言などの支援を積極的に行い、市民のまちづくりへの自発的参加を促す体制づくりを 

めざします。 

ア．国や県、市民、事業者、環境NGOやNPOなどの環境情報を収集し、活用に努めます。 

イ．市政だより、啓発用パンフレット、テレビ、インターネット等のメディアを通じて、環

　境の保全等に関する各種行事や自然公園等の利用に関する情報を提供します。 

ウ．「会津若松市の環境」を作成し、市内の環境の状況や大気、水質の測定結果等を市民・

　事業者に公表します。 

エ．図書館等において、環境関連図書や資料等、環境情報の充実に努めます。 

オ．各種の環境情報をデータベース化し、市民や事業者が利用できる環境情報システムの整

　備を検討します。 
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ア．町内会等が行う環境保全に関する活動に積極的に参加します。 

イ．市が行う「こどもを対象とした環境教室」や出前講座、各公民館事業等に積極的に参

　加します。 

ウ．家庭版環境ISO等の取り組みに積極的に参加します。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．市が行う「エコドライブ講習会」「省エネルギーに関する講座」等に積極的に参加し
　ます。 
イ．事業活動による環境への負荷低減のため、ISO14000シリーズなどの導入に努めま
　す。 

ア．市民や学校、町内会等が行う環境保全に関する活動の支援に努めます。 

イ．環境ボランティアや環境NPO等が行う環境保全に関する活動の支援に努めます。 

ウ．環境保全活動を積極的に行っている市民や団体、事業所を環境大賞にて顕彰します。 

エ．事業活動による環境への負荷低減のため、事業者に対し、ISO14000シリーズなどの

　導入を働きかけます。 

オ．環境保全活動の中心となる人材の育成に努めます。 

（３）その他の新たな環境問題対策 

＜市が行う環境施策＞ 

①　有害化学物質の調査・指導

　有害化学物質による人の健康や生態系への影響を及ぼすことがないように、化学物質の使 

用状況を把握し、事業者が自主的な安全管理を行うよう指導し、環境汚染への未然防止に努 

めます。 

ア．工場・事業所などにおいて有害化学物質の使用・排出実態の把握に努めます。 

イ．有害化学物質の安全管理に関する情報の提供、指導の充実を図ります。 

＜市民の役割と行動＞ 
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ア．情報の収集に努めます。 
イ．国・県と連携し、環境ホルモンの使用抑制について検討します。 

ア．野焼きの禁止の徹底を図ります。 

イ．ダイオキシン類の調査を行い、その対策を検討します。 

ウ．ごみ焼却処理施設等からのダイオキシン類の発生抑制を推進します。 

③　ダイオキシン類発生対策の推進

　ごみの焼却等によるダイオキシン類の環境汚染が問題になっていることからダイオキシン 

類の調査に努めるとともに、発生抑制のための規制・指導を行います。 

④　環境ホルモン対策の推進

　近年、環境ホルモン（外因性内分泌かく乱化学物質）による環境汚染が問題となってお 

り、国、県と連携を図り、積極的に情報収集を行うとともに、適切な対応に努めます。 

ア．工場・事業場から排出されるばい煙に対する窒素酸化物や硫黄酸化物等の排出抑制指導

　などを引き続き推進します。 

イ．自動車排出ガス対策として、公共交通機関の利用促進や自転車の利用推進等によりマイ

　カー利用の抑制や低公害車の導入を促進します。 

ア．冷蔵庫・冷凍庫、エアコンの廃棄に当たっては、家電リサイクル法に基づき適正に処分
　するよう指導します。 
イ．自動車の廃棄に当たっては、自動車リサイクル法に基づき適正に処分するよう指導しま
　す。 
ウ．国・県と連携し、脱フロン化や代替物質の転換技術の情報提供を行います。 
エ．有害紫外線による健康被害の防止の啓発を通して、市民のフロンに対する意識啓発を図
　ります。 

②　オゾン層破壊物質の排出抑制

　オゾン層破壊の原因物質であるフロンの大気中への放出を抑制するため、廃棄物からのフ 

ロンの回収に努めています。今後も市民・事業者へ指導を行い、回収に努めます。 

⑤　窒素酸化物等の排出抑制

　酸性雨、酸性雪の主要な原因物質とされている窒素酸化物は、工場や自動車などから排出 

されるため、排出抑制に向けた対策を進めます。 
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ア．ごみの分別排出を実行し、ダイオキシン類の発生の原因となる野焼きは行いません。 

イ．冷蔵庫・冷凍庫やエアコン、自動車を処分する際には、家電リサイクル法や自動車リサ

　イクル法に基づき適正に処分し、フロンの放出を防止します。 

ウ．環境ホルモン物質を使用している製品の使用を控えます。 

エ．窒素酸化物等の発生の少ない低公害車を利用するように努めます。 

オ．自動車を使用する際は、不必要なアイドリングは行わないなど、エコドライブを実践し

　ます。 

＜事業者の役割と行動＞ 

ア．有害化学物質の使用に当たっては、適正な使用、保管、処理を行います。 

イ．現在使用している化学物質から有害性の少ない代替物質への転換を検討します。 

ウ．代替フロン等の有害物質を排出しない製品を使用します。 

エ．フロン等を使用した製品の回収に努めます。 

オ．廃棄物は適正に処理し、ダイオキシン類が発生するといわれている野焼きは行いませ

　ん。 

カ．環境ホルモン物質の使用を抑制し、代替物質の使用に努めます。 

キ．住宅等の建築資材の選定に当たっては、人体に影響の少ない処理をしたものを使用しま

　す｡ 

ア．国、県などの関係機関との連携により、酸性雨による水質、土壌、生態系への影響等の

　調査を実施します。 

イ．市民に酸性雨等の測定結果を公表し、酸性雨に対する意識啓発を行います。 

＜市民の役割と行動＞ 

⑥　監視・調査研究の推進

　酸性雨、酸性雪の実態把握のため、監視体制の充実や生態系に与える影響について調査研 

究を進めるとともに、市民に対し情報を提供し、酸性雨に対する意識啓発を行います。 

ク．窒素酸化物などの原因物質が発生の少ないクリーンエネルギー利用への転換を図りま

　す。 

ケ．窒素酸化物などの発生の少ない低公害車の導入に努めます。 

コ．自動車の使用に当たっては、窒素酸化物などの排出を抑制します。 

サ．従業員に対し、不必要なアイドリングは行わないなどのエコドライブを行うよう指導し

　ます。 
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　　ダイオキシン(大気) １年平均値が0.6pg-TEQ/m 
3 
以下であること。(平成11.12.27 

告示) 

備考　環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または
　　　場所については適用しない。 
[大気汚染に係る環境基準　平成8年環境庁告示第73・74号(最終改正)] 
[有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準　平成13年環境省告示第30号(最終改 
正)] 
[ダイオキシン類に係る環境基準　平成14年環境省告示第46号(最終改正)]

　　テトラクロロエチレン １年平均値が 0.2 mg/m 
3 

以下であること。(平成9.2.4告示)

　　ジクロロメタン １年平均値が0.15mg/m 
3 
以下であること。(平成13.4.20告示)

　　ベンゼン １年平均値が 0.003 mg/m 
3 
以下であること。(平成9.2.4告示)

　　トリクロロエチレン １年平均値が 0.2 mg/m 
3 
以下であること。(平成9.2.4告示)

　　二酸化窒素 
１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン 
内又はそれ以下であること。(昭和53.7.11告示)

　　光化学オキシダント １時間値が0.06ppm 以下であること。(昭和48.5.8告示)

　　一酸化炭素 
１時間値の１日平均値が10 ppm 以下であり、かつ、１時間値 
の８時間平均値が20ppm 以下であること。(昭和48.5.8告示)

　　浮遊粒子状物質 
１時間値の１日平均値が0.10 mg/m 

3 
以下であり、かつ、１時 

間値が 0.20mg/m 
3 
以下であること。(昭和48.5.8告示) 

物質 基　準　値

　　二酸化硫黄 
１時間値の１日平均値が0.04ppm 以下であり、かつ、１時間 
値が0.1ppm以下であること。(昭和48.5.16告示) 

キャッチフレーズ さわやかで、すがすがしい空気の中で健康に暮らせる環境づくりに努めます 

指　標　値 大気汚染に係る環境基準

　環境基準や規制基準等について、未達成地域等での達成を目標とします。環境基準とは、環境 
基本法の規定によって国が定めたものであり、人の健康を保護し、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定められています｡また、規制基準とは、各種公害防止関係法令 
により定められたものであり、事業者等に直接の遵守義務が課せられているものです。
　さらに、ごみの排出量並びにリサイクル率、二酸化炭素排出量について、数値(削減)目標を定め 
ます。 

第4節　数値目標 
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備考
　１．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値と
　　　する。
　２．「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合におい
　　　て、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。
　　　[水質汚濁に係る環境基準　平成15年環境省告示第123号(最終改正)] 

ふっ素 　　0.8 mg / L 以下 

ほう素 　　1 mg / L 以下 

セレン 　　0.01 mg / L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 　　10 mg / L 以下 

チオベンカルブ 　　0.02 mg / L 以下 

ベンゼン 　　0.01 mg / L 以下 

チウラム 　　0.006 mg / L 以下 

シマジン 　　0.003 mg / L 以下 

テトラクロロエチレン 　　0.01 mg / L 以下 

1､3 -ジクロロプロペン 　　0.002 mg / L 以下 

1､1､2 -トリクロロエタン 　　0.006 mg / L 以下 

トリクロロエチレン 　　0.03 mg / L 以下 

シス-1､2 -ジクロロエチレン 　　0.04 mg / L 以下 

1､1､1 -トリクロロエタン 　　１ mg / L 以下 

1､2 -ジクロロエタン 　　0.004 mg / L 以下 

1､1 -ジクロロエチレン 　　0.02 mg / L 以下 

ジクロロメタン 　　0.02 mg / L 以下 

四塩化炭素 　　0.002 mg / L 以下 

アルキル水銀 　　検出されないこと 

ＰＣＢ 　　検出されないこと 

砒素 　　0.01 mg / L 以下 

総水銀 　　0.0005 mg / L 以下 

鉛 　　0.01 mg / L 以下 

六価クロム 　　0.05 mg / L 以下 

カドミウム 　　0.01 mg / L以下 

全シアン 　　検出されないこと 

水質汚濁に係る環境基準 

人の健康の保護に関する環境基準 

項　　　　　目 基　準　値 

指　標　値 

清らかで釣りや水遊びができる水辺環境づくりに努めます キャッチフレーズ 
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備考　　１．基準値は、日間平均とします（湖沼もこれに準じます）。

　　　　２．農業用利水については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5㎎/L以上

　　　　　　とします（湖沼もこれに準じます）。

　　　　３．MPNとは大腸菌群数の測定方法です（最確法による定量法）。

　　　　４．AA、C、D、E類型については、本市では該当する地域が無いため、基準値を記載

　　　　　しておりません。 

備考　　１．水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準
　　　　　値は適用しません。
　　　　２．AA、B、C類型については、本市では該当する地域が無いため、基準値を記載して
　　　　　おりません。 

Ⅱ 0.01 mg/L以下 
猪苗代湖、東山ダム貯水池 

（平成22年度までの暫定目標0.014） 

①生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

③生活環境の保全に関する環境基準（全りんに係るもの）

　　項目 基　準　値 
該　当　水　域 

全　り　ん 

7.5㎎/L以上 
1,000MPN/ 
100ml以下 

猪苗代湖 
(pHは適用 
しない) 
東山ダム 
貯水池 

A 
6.5以上 
8.5以下 

3㎎/L以下 5㎎/L以下 

②生活環境の保全に関する環境基準（天然湖及び貯水量1,000万ｍ３以上の人工湖） 

項
目

　
　
　
類 

基　準　値 

該当水域 水素イオン濃度 
（ｐH） 

生物化学的酸素 
要求量（BOD） 

浮遊物質量 
（SS） 

溶存酸素量 
（DO） 

大腸菌群数 

阿賀川
　(大川) 
湯川 
（滝見橋よ 
り上流） 
宮川 
日橋川 

B 
6.5以上 
8.5以下 

3㎎/L以下 25㎎/L以下 5㎎/L以上 
5,000MPN/ 
100ml以下 

湯川（滝見 
橋より下 
流） 
旧湯川 

大腸菌群数 

A 
6.5以上 
8.5以下 

2㎎/L以下 25㎎/L以下 7.5㎎/L以上 
1,000MPN/ 
100ml以下 

項
目

　
　
　
類
型 

基　準　値 

該当水域 
水素イオン濃度 

（ｐH） 
生物化学的酸素 
要求量（BOD） 

浮遊物質量 
（SS） 

溶存酸素量 
（DO） 

備考　　１．基準値は年間平均値とします。
　　　　２．全窒素については、本市では該当する水域が無いため、基準値を記載しておりませ
　　　　　　ん。
　　　　３．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類型については、本市では該当する地域が無いため、基準値を記載
　　　　　　しておりません。 
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　　ふっ素 検液１Lにつき0.8mg以下であること。

　　ほう素 検液１Lにつき1mg以下であること。

　　ベンゼン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。

　　セレン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。

　　シマジン 検液１Lにつき0.003mg以下であること。

　　チオベンカルブ 検液１Lにつき0.02mg以下であること。

　　1､3 -ジクロロプロペン 検液１Lにつき0.002mg以下であること。

　　チウラム 検液１Lにつき0.006mg以下であること。

　　トリクロロエチレン 検液１Lにつき0.03mg以下であること。

　　テトラクロロエチレン 検液１Lにつき0.01mg以下であること。

　　1､1､1 -トリクロロエタン 検液１Lにつき1mg以下であること。

　　1､1､2 -トリクロロエタン 検液１Lにつき0.006mg以下であること。

　　1､1 -ジクロロエチレン 検液１Lにつき0.02mg以下であること。

　　シス-1､2 -ジクロロエチレン 検液１Lにつき0.04mg以下であること。

　　四塩化炭素 検液１Lにつき0.002mg以下であること。

　　1､2 -ジクロロエタン 検液１Lにつき0.004mg以下であること。

　　銅 農用地（田に限る）において、土壌１kgにつき１25mg未満であること｡

　　ジクロロメタン 検液１Lにつき0.02mg以下であること。

　　アルキル水銀 検液中に検出されないこと｡

　　ＰＣＢ 検液中に検出されないこと｡

　　砒素 
検液１Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る）にお 
いては、土壌１kgにつき１5mg未満であること｡

　　総水銀 検液１Lにつき0.0005mg以下であること。

　　鉛 検液１Lにつき0.01mg以下であること。

　　六価クロム 検液１Lにつき0.05mg以下であること。 

指　標　値 地下水に係る環境基準 

豊かな生態系を育む安全な土づくりに努めます 

指　標　値 土壌の汚染に係る環境基準 

項　　　　　目 環　境　上　の　条　件

　　カドミウム 

[地下水に係る環境基準　平成1１年環境庁告示第1６号(最終改正)] 

[土壌の汚染に係る環境基準　平成1３年環境省告示第1６号(最終改正)] 

検液１Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米１ 
kgにつき１mg未満であること｡

　　全シアン 検液中に検出されないこと｡

　　有機燐 検液中に検出されないこと｡ 

水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)に同じ 

キャッチフレーズ 
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注　1　幹線交通を担う道路：高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道
　　　　にあっては、４車線以上の車線を有する区間に限る。）等を表す。
　　2　幹線交通を担う道路に近接する空間：以下のように車線数の区分に応じて道路の敷地境
　　　　界線からの距離によりその範囲が特定される。
　　　・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路　　　　15メートルまでの範囲
　　　・２車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路　　　20メートルまでの範囲
　　３　幹線交通を担う道路に近接する空間において、個別の住居等において騒音の影響を受け
　　　やすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する
　　　騒音に係る基準（昼間にあっては４５デシベル以下、夜間にあっては４０デシベル以下）
　　　によることができる。
　　　[騒音に係る環境基準　平成1７年環境省告示第４５号(最終改正)] 

幹線交通を担う道路に近接する空間（特例） 70デシベル以下 65デシベル以下 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 
及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

55デシベル以下 

Ａ及びＢ 

65デシベル以下 60デシベル以下 

Ｃ 60デシベル以下 50デシベル以下 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

注　１　ＡＡをあてはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など
　　　　特に静穏を要する地域です。
　　２　Ａをあてはめる地域は、専ら住居の用に供される地域です。
　　３　Ｂをあてはめる地域は、主として住居の用に供される地域です。
　　４ Ｃをあてはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域です。 

②　道路に面する地域 

基　準　値 

55デシベル以下 45デシベル以下 

第１種低層住居専用地域 
第１種中高層住居専用地域 
第２種中高層住居専用地域 
第１種住居地域 
第２種住居地域 
準住居地域 

ＡＡ 50デシベル以下 40デシベル以下 な　　　し 

①　一般地域（道路に面しない地域） 

地域の類型 

基　準　値 

本市における該当地域 昼　間 
（６：00～22：00） 

夜　間 
（22：00～６：00） 

キャッチフレーズ おだやかでやすらぎのある環境づくりに努めます 

指　標　値 騒音に係る環境基準 

地　域　の　区　分 昼　間 
（６：00～22：00） 

夜　間 
（22：00～６：00） 
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指　標　値 飲食店営業等に伴って発生する深夜騒音規制基準 

地域の区分 
音響機器の使用禁止 

時間帯 

音量規制 

時間帯 基準値デシベル 

40 夜の静かな住宅地 

60 自動車の通過音 

50 図書館の中 

80 ボウリング場の音 疲労度上昇 

70 
電話のベル 
忙しい事務室 

仕事の能率が上がらない 

100 
カラオケの音 
パチンコ店の音 

いろいろな病気の原因にもなる 

90 電車の通過音 消化不良 

120 
飛行機のエンジン付近 
建設作業音 

耳に痛みを感じる 

110 
自動車のクラクション(前方２ｍ) 
電車の通過音 

耳が遠くなる 

騒音レベル（ｄＢ） 音のめやす 影　響

　２　音響機器は､音響再生装置（録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピー

　　　カーを組み合わせて音を再生する装置をいう。）、楽器、有線放送装置（受信装置に限

　　　る。）及び拡声装置

　３　音響機器の使用禁止については音響機器から発生する音が営業所の外部にもれない場合は
　　　この限りではない｡ 

音のめやす

　４　この表のこの表の各区域内に所在する児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の
　　5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設
　　を有するもの並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メ
　　ートルの区域における深夜騒音規制基準は、この表に定める値からそれぞれ5デシベルを減
　　じた値とする。
　　[福島県生活環境の保全等に関する条例　施行規則平成13年規則78(最終改正)] 

Ａ区域 
午後11時から 
翌日の午前6時まで 

午後10時から翌日の 
午前6時まで 

45 

Ｂ区域 55 

注１　Ａ区域：用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第１種中高層

　　　　住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居

　　　　地域及びこれらに準ずる地域として知事が指定した地域

　　　Ｂ区域：用途地域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びこれに準ず

　　　　る地域及びこれらに準ずる地域として知事が指定した地域 
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蒸れた靴下のようなにおい 

イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01 蒸れた靴下のようなにおい 

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004 

刺激的な酸っぱいにおい 

ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006 汗臭いにおい 

プロピオン酸 0.03 0.07 0.2 

都市ガスのようなにおい 

キシレン 1 2 5 ガソリンのようなにおい 

スチレン 0.4 0.8 2 

刺激的なシンナーのようなにおい 

トルエン 10 30 60 ガソリンのようなにおい 

メチルイソブチルケトン 1 3 6 

刺激的な発酵したにおい 

酢酸エチル 3 7 20 刺激的なシンナーのようなにおい 

イソブタノール 0.9 4 20 

むせるような甘酸っぱい焦げたにおい 

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01 むせるような甘酸っぱい焦げたにおい 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05 

刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08 

刺激的な青臭いにおい 

プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 

アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5 

腐ったキャベツのようなにおい 

トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07 腐った魚のようなにおい 

二硫化メチル 0.009 0.03 0.1 

腐った卵のようなにおい 

硫化メチル 0.01 0.05 0.2 腐ったキャベツのようなにおい 

硫化水素 0.02 0.06 0.2 

し尿のようなにおい 

メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01 腐った玉ねぎのようなにおい 

アンモニア 1 2 5 

特定悪臭物質を含む気体の事業場の敷地境界線の地表における規制基準（単位 ppm ） 

特定悪臭物質の種類 Ａ区域 Ｂ区域 Ｃ区域 に　お　い 

指　標　値 悪臭防止法の規制基準 

商業地域及び 
準工業地域 

工業地域（Ａ 
区域の２に掲 
げる区域を除 
く。）及び工 
業専用地域 

会津若松市の悪臭防止法による規制地域 

Ａ　　区　　域 Ｂ区域 Ｃ区域 

[平成19年福島県告示第5号(最終改正)] 

規
制
地
域 

１．第一種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域、第二種中 
高層住居専用地域、第一種住居地域，第二種住居地域、準住居地域及 
び近隣商業地域 

２．神指町大字南四合の区域のうち、字深川東、字深川西、字深川、 
字幕内北、字幕内西、字才ノ神（227番から505番までに限る）、 
字柳原(591番から688番までに限る)、字幕内及び字幕内南(256番 
から635番までに限る)の区域
　柳原町四丁目の区域のうち，584番から699番までの区域 

[平成8年福島県告示第329号(最終改正)] 

－76－



（第２編第６章） 

指　標　値 二酸化炭素の排出量

　国においては、2008年（平成20年）から2012年（平成24年）の5年間の平均で、1990年（平 

成2年）レベルから6％削減するという数値を目標としています。しかし、県においては、2010年度 

（平成22年度）までに1990年レベルから8％削減するとしていることから、この目標達成のために努 

力します。 

指　標　値 ごみの排出量とリサイクル率

　平成16年度実績値に対し、平成27年度までに1人1日当たり57gの減量を目標とします。また、リ 
サイクル率4.5％向上をめざします。 

キャッチフレーズ 
身近なことから省資源・省エネルギーを実践し、地球温暖化の防止に努めま 
す 

※「57gの減量」の目安：ご飯茶碗半分程度 

２t/h未満 5 10 

キャッチフレーズ 
ごみの発生を抑制し、発生したごみは可能な限り資源化し、資源を円滑に循 
環するシステム構築に努めます 

４t/h以上 0.1 1 

２～４t/h 1 5 

廃棄物焼却炉の排出基準値（単位：ng-TEQ/m 
3 
Ｎ） 

［平成11年ダイオキシン類対策特別措置法］ 

施設規模 
（焼却能力） 

新設施設基準 
（平成12年1月15日） 

既存施設基準 
（平成14年12月～） 

キャッチフレーズ 有害な化学物質による環境汚染の防止に努めます 

指　標　値 ダイオキシン類排出濃度の基準 

－77－



（第２編第６章） 

※COD:全層年間75％値　全窒素及び全りん:表層年間平均値 

※会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画の計画期間は、平成20年度まで 

全りん 0.003㎎／L 0.003㎎／L以下 

透明度 7.1ｍ 10.0ｍ 以上 

COD ＜0.5㎎／L 0.5㎎／L以下 

全窒素 0.27㎎／L 0.20㎎／L以下 

項　目 現況値（平成12年度） 目標値（平成20年度） 

猪苗代湖 A イ Ⅱ 

類型 達成期間 

イ

　湖心の水質目標については、福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画に掲げる水質 
目標値の達成に寄与できるよう努めるものとする。 

指　標　値 会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画に掲げる水質目標値 

１　湖心の水質目標値

　環境基本法に基づき、河川・湖沼等の公共用水域の水質汚濁にかかる環境上の条件について、 

人の健康の保護及び生活環境の保全の上で、維持することが望ましい基準（以下「水質環境基 

準」という。）が定められており、猪苗代湖については、次の基準が設定されています。 

生活環境の保全に関する水質環境基準 
（環境基準点は湖心） 

【備 考】 
■A類型
　COD:3㎎／L以下 

■Ⅱ類型
　　全りん:0.01㎎／L以下
　　全窒素:0.2㎎／L以下、
　　当分の間適用しない 
■達成期間
　　イ：直ちに達成
　　 ロ：5年以内で可及的速やか
　　　　 に達成 

水　系 
COD 全りん 

類型 達成期間 

キャッチフレーズ 清らかで釣りや水遊びができる水辺環境づくりに努めます 
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※会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画の計画期間は、平成20年度まで 

原
川 

BOD 1.7　㎎／L 1.5　㎎／L以下 

全窒素 0.60 ㎎／L 0.55 ㎎／L以下 

全りん 0.074㎎／L 0.065㎎／L以下 

赤
井
川 

BOD 2.4 ㎎／L 2.2 ㎎／L以下 

全窒素 0.91 ㎎／L 0.80 ㎎／L以下 

全りん 0.140㎎／L 0.120㎎／L以下 

中
田
浜 

COD 0.8 ㎎／L 0.8 ㎎／L以下 

全窒素 0.37 ㎎／L 0.30 ㎎／L以下 

全りん 0.007㎎／L 0.006㎎／L以下 

２　本市の湖岸及び流入河川における水質目標値

　中田浜については、現行の水質環境基準値の継続達成はもとより、湖心の目標値をも勘案し 
て、目標値を設定します。
　また、赤井川及び原川については、水質環境基準の類型指定はありませんが、全体的に良好な 
水質を維持しているとみることができるため、現況水質を踏まえた水質目標値とします。 

区
分 

項　目 現況値（平成12年度） 目標値（平成20年度） 
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