
（第２次改訂） 

平成 20 年 ５ 月 

会 津 若 松 市 

会津若松市環境基本計画概要版 

土・水・緑　そして　人　共創するまち　あいづわかまつ 

●「鶴ヶ城」 

●北会津町白山沼 
「トゲチョ」 

●日新地区 
分別排出状況 

●湯川 
「雨降り滝」 

●猪苗代湖水環境講座 
の際の清掃活動 

●河東学園小 
「太陽光発電設備」



　本計画の基本目標は、環境基本条例の基本理念に基づき、次のように定めます｡ 

「土・水・緑　そして　人　共創するまち　あいづわかまつ」 

この計画の基本目標を達成するために、本市の望ましい環境像及び環境目標を以下 
のように定めました｡ 

近年では、工場や事業所などから発生する産業型公害だけでなく、自動車の増加に 
よる大気汚染や騒音、生活排水による水質汚濁などの都市型及び生活型公害が問題に 
なっています。 

これらの公害を防止し、市民が健康に暮らせるような環境施策を行っていくことが 
必要です。 

本市には多くの森林や猪苗代湖、阿賀川とそれを支える河川があります。それらの 
周辺の平地部には農地が広がっており、身近な緑と水辺を形成しています。 

この本市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を確保することが必要です。 

会津若松市は、将来にわたり市民が健康で安全・快適な生活を営むことができるよう、 
環境保全に対する様々な施策に取り組んできました。しかし、今日のわたしたちの社会に 
おいては、都市・生活型公害の顕在化、資源・エネルギー問題、廃棄物処理・リサイクル 
問題、さらには、地球規模の環境問題である地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨による 
被害等が深刻になっており、これらの問題の解決には、長期的な視点に立って環境への負 
荷の少ない地域社会をめざし、これまでの事業活動や生活様式を見直していくことが必要 
となっています。 

そこで、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ていくため、平 
成11年3月に「会津若松市環境基本計画」（計画期間：平成11年度～平成25年度）を策 
定し、市・事業者・市民それぞれの役割分担を示して、施策の推進に取り組んできまし 
た。そして、策定から５年を経過した平成16年2月に第１次改訂を行い、会津若松市第6 
次長期総合計画の策定や市町村合併等を受け、平成20年5月に市民の意識調査の結果や審 
議会の意見を踏まえて第2次改訂を行いました｡ 

■会津若松市環境基本計画とは 

１．計画の基本目標 

２．望ましい環境像と環境目標 

(1)　人の健康を保護するまちをめざして 

大気汚染による健康被害の防止 

■環境目標 

土壌汚染による健康被害の防止 

水質汚濁による健康被害の防止 

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 

生態系の多様性の確保 

■環境目標 

多様な自然環境の保全・回復 

野生生物種の保存 

人と自然との共生 
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本市は、貴重な歴史的文化遺産が、自然の中に数多く遺されているという恵まれた 
地域特性を有しています。この地域の財産を保全し、将来の世代に継承していくため 
には、市民が自然や史跡と触れ合うことのできる機会を増やし、自然の尊さや自然の 
仕組み、恩恵などを正しく理解してもらうことが大切です。 

そのためには、郊外に残る自然環境の保全を図るとともに、有効に活用し、市民が 
自然と触れ合える場を数多く設けていくことが必要です。 

大量生産・大量消費・大量廃棄の社会構造が環境に大きな負荷を与えており、本市 
においても、エネルギーや資源の大量消費、廃棄物の排出などにより、環境負荷の増 
大傾向が続くものと予想されます。 

省資源・省エネルギーを進め、リサイクルしたり、新エネルギーを活用するなど、 
私たちの生活や事業活動を資源循環型の社会システムに変えていくことが必要です。 

私たちの日常生活や通常の事業活動が環境に与える影響は、本市の環境を悪化させ 
ているだけではなく、地球規模での環境問題にまで及んでいます。 

地球環境を守るため、市・事業者・市民が一体となって環境への負荷を少なくする 
行動の輪を広げていくことが必要です。 

○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のごみの減量を 
めざします。また、リサイクル率4.5％向上をめざします。 
○国においては、平成20年から平成24年の5年間の平均で、平成2年レベルから6％ 
削減するという二酸化炭素の排出量削減数値を目標としています。しかし、県におい 
ては、平成22年度までに平成2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。 
○ 大気環境、水質環境等について、環境基準・規制基準等の達成をめざします。 

(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 

猪苗代湖の水環境の保全 

■環境目標 

良好な景観の創造と保全 

歴史的環境の保全 

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 

ごみの発生抑制と適正処理 

■環境目標 

省資源・省エネルギーの推進 

リサイクルの推進 

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 

地球温暖化防止対策の推進 

■環境目標 

環境教育及び学習の推進 

その他の新たな環境問題対策 

(6)　数値目標 
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(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 

(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 

(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．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 

(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 

(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．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 

３．望ましい環境像の実現に向けた市・事業者・市民の取り組み 

■　施策の体系 
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第1章 人の健康を保護するまちをめざして 

○河川の水質改善のため、生活排水対策の推進に取り組みます。 
○大気汚染の防止のため、自動車排出ガス対策の推進に取り組みます。 
○安全でおいしい水の供給のため、水道水源の水質保全に努めます。 
○有害化学物質による土壌汚染を防止するため、廃棄物の適正処理に取り 
組みます。 

■市の主な施策 

○排出基準・排水基準を遵守しま 
す。 
○廃棄物を適正に処理・処分しま 
す。 
○低公害車の導入に努めます。 
○事業活動や建設作業に伴う騒音 
の防止に努めます。 
○有害化学物質は適正に使用・保 
管・処理します。 

■事業者の役割と行動 

○ごみを適正に排出し、野焼きは 
しません。 
○水質改善のため、台所からの排 
水に配慮します。 
○省資源・省エネルギーに努めま 
す。 
○エコドライブに努めます。 
○生活騒音の発生防止に努めま 
す。 

■市民の役割と行動 

第2章 人と自然が健全に共生するまちをめざして 

○自然公園や天然記念物などのすぐれた自然・生態系の保全に取り組みま 
す。 
○野生生物の実態を調査し、また適切な保護に取り組みます。 
○森林や農地、水辺地を保全・整備し、またその活用に取り組みます。 
○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ます。 

■市の主な施策 

○工場・事業場排水による河川の 
水質汚濁防止に努め、水辺地の保 
全に配慮します。 
○開発にあたっては生態系に配慮 
します。 
○事業所敷地内の緑化や親水整備 
に努めます。 
○木材資源を有効に利用し、森林 
の保護育成に努めます。 

■事業者の役割と行動 

○緑化活動や環境保全活動に積極 
的に参加し、生態系の保全に貢献 
します。 
○野外活動の際には、ごみを持ち 
帰ります。 
○庭やベランダ、生垣などの身近 
な場所の緑化に努めます。 
○守るべき生き物を守り、捕獲・ 
採取しません。 

■市民の役割と行動 
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第3章 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 

○ポイ捨て、犬ふん等の放置禁止の徹底を図るため、（仮称）マナー向上 
連絡会議等を開催し、まちの美化推進に取り組みます。 
○自然環境にすぐれた猪苗代湖の保全に取り組みます。 
○歴史的文化遺産については、文化財指定などにより積極的な保存に取り 
組みます。 
○学校教育や社会教育において郷土史の学習推進に取り組みます。 
○自然と触れ合える場の整備や触れ合い機会の充実に努めます。 

■市の主な施策 

○農地や森林を適正に維持管理し 
ます。 
○開発に際しては自然環境に配慮 
します。 
○建築物の構造や色彩などが周辺 
の景観と調和するよう配慮しま 
す。 
○施設の緑化に努めます。 
○自然と触れ合えるレクリエー 
ション活動を推進します。 

■事業者の役割と行動 

○ごみのポイ捨てや犬ふん等の放 
置は行いません。 
○環境学習や伝統行事に積極的に 
参加します。 
○歴史的文化遺産を大切に守りま 
す。 
○地域の環境美化活動に参加しま 
す。 
○森林の保全・創出活動に積極的 
に参加します。 

■市民の役割と行動 

第4章 資源循環型の地域社会をめざして 

○市民と幅広く連携し、ごみの不法投棄やポイ捨て防止に取り組みます。 
○リサイクルの推進によりごみの減量を図り、また生ごみ対策の充実に取 
り組みます。 
○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に努めま 
す。 
○公共事業における省資源の推進や、省エネルギー対策を進めます。 
○新エネルギーの情報収集を積極的に行い、導入と普及に努めます。 

■市の主な施策 

○ゼロエミッション等を目標に 
し、ごみの減量を図ります。 
○建設工事に際しては、再生資材 
の利用に努め、また資材等の再利 
用を進めます。 
○エネルギー利用の効率化を図り 
ます。 
○新エネルギーの導入に努めま 
す。 

■事業者の役割と行動 

○空き缶やたばこ等のポイ捨ては 
行いません。 
○生ごみの自家処理や分別収集に 
協力し、ごみの減量に努めます。 
○不要な電気は消し、適切な冷暖 
房の温度設定を行うなど省資源、 
省エネルギーに努めます。 
○地域の資源物回収へ積極的に参 
加します。 
○自動車購入の際は、低公害車の 
購入に努めます。 

■市民の役割と行動 
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地　域　区　分 今　後　の　課　題　の　主　な　内　容 

○街路樹等の植栽による身近な緑の空間の創出 
○歴史的文化遺産の保存・活用 
○宅地化や商業施設立地に伴う、ごみの発生量増の抑制 
○工場における公害の未然防止 
○商工業施設集積に伴う、ごみの発生量増の抑制 
○農地と周辺の緑とが一体となった景観や生態系の保全 
○多様な生物の生息環境、生態系の保存 
○工場における公害の未然防止 
○森林の水質かん養、水質浄化機能に配慮した保全策の推進 
○歴史的文化遺産と自然との一体となった環境資源の保全 
○歴史的文化遺産・住居・文教地区と自然との調和 
○工場における公害の未然防止 
○野生生物の種の保存、生態系保全 
○自然と歴史環境が調和した保全、整備 

河 東 地 域 
○田園景観と豊かな自然の保全・活用 
○歴史的文化遺産の保存・活用 

○多様な自然環境、生態系の保全 
○環境保全型農業の促進、グリーンツーリズムの推進 
○水辺地の生態系保全、河川の水質保全 
○田園景観と豊かな自然の保全・活用 

北 会 津 地 域 

猪苗代湖周辺地域 

芦ノ牧温泉・大川 
周 辺 地 域 

会津大学周辺地域 

東 山 温 泉 ・ 飯 盛 
街 道 周 辺 地 域 

会津総合運動公園 
周 辺 地 域 

会津若松ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 
周 辺 地 域 

西若松駅周辺地域 

本市は、広大な面積を有するため、自然的条件、歴史的な経緯、さらには社会的条 
件など、各地域ごとに地域特性を持っています。そこで、各地域ごとに今後環境に配 
慮すべき課題を示しました。 

鶴ヶ城・中心市街 
地 周 辺 地 域 

第5章 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 

○環境教育及び学習の機会の確保などを積極的に行います。 
○地球温暖化防止のため二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に取り 
組みます。 
○酸性雨の原因物質とされている窒素酸化物排出抑制対策や、オゾン層破 
壊の原因物質であるフロンの廃棄物からの回収に努めます。 
○ダイオキシン類の調査を行い、発生抑制のための規制・指導に取り組み 
ます。 

■市の主な施策 

○節電や節水などの省資源・省エ 
ネに努めます。 
○クリーンエネルギーへの転換を 
図ります。 
○業務用車両の購入の際は、低公 
害車の導入に努めます。 
○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。 

■事業者の役割と行動 

○市が行う「こどもを対象とした 
環境教室」や出前講座等に積極的 
に参加します。 
○日常生活において、節電や節水 
などに努めます。 
○ごみの分別排出に努め、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。 
○冷蔵庫やエアコン、自動車等を 
処分する際には、家電リサイクル 
法等に基づき適正に処分します。 

■市民の役割と行動 

４．地域別環境への配慮指針 
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市民及び学識経験者等で構成され、環境基本計画の環境施策に関して公正かつ専門 
的な立場から審議を行う「会津若松市環境審議会」に対し、環境の状況及び環境の保 
全に関する施策等について諮問を行い、意見等を求めていきます。 

事業や数値目標等をISO14001による環境マネジメントシステムにより、環境管理 
委員会において進行管理します。 

環境基本計画の目標を実現するため、積極的な広報活動による情報の共有化を図り 
ながら、良好な環境の保全及び創造に主体的に取り組む市民・事業者や環境団体等と 
の情報交換や連携・協働を進めます。 

広域的課題や地球環境問題等への対応については、環境基本条例第14条に基づき、 
国、県や他の地方公共団体との緊密な協力・連携を図りながら、広域的な視点からの 
取り組みを推進します。 

この計画を着実に実行していくためには、市のあらゆる施策が環境に配慮される必 
要があります｡このため、庁内においての連携を強化することは勿論、市民、事業者と 
の連携を強化し、総合的な推進を図っていきます｡ 

横断的な庁内組織として関係部局長により構成する「環境保全推進会議」を中心 
に、各部局の緊密な連携を図りながら、計画の策定及び環境の保全に関する施策を実 
施します。

　５年ごとに計画の見直しを行い、効果的な施策の運用を図ります。 

５．計画の実行ある推進のために 

(1)　計画の推進及び進行管理体制 

■環境保全推進会議 

■環境審議会 

■計画の点検・見直し 

■計画の進行管理 

(2)　連携・協働体制の整備 

■市民・事業者等との連携・協働体制の整備 

■広域的な連携・協力の推進 
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（見直し前地域区分） （見直し後地域区分） 
① 市街地中央地域 ① 鶴ヶ城・中心市街地周辺地域 
② 永和・神指地域 ② 西若松駅周辺地域 
③ 門田・城南地域 ③ 会津若松ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ周辺地域 
④ 東山地域 ④ 会津総合運動公園周辺地域 
⑤ 一箕・松長地域 ⑤ 東山温泉・飯盛街道周辺地域 
⑥ 大戸地域 ⑥ 会津大学周辺地域 
⑦ 湊地域 ⑦ 芦ノ牧温泉・大川周辺地域 

⑧ 猪苗代湖周辺地域 
⑨ 北会津地域 
⑩ 河東地域 

○「地域別環境への配慮指針」について、北会津地域及び河東地域を含め会津若松市 
第６次長期総合計画による「10」の地域区分に見直しました。 
（改訂前は、平成11年3月の基本計画策定当時の長期総合計画による「7」の地域区 
分でした。） 

○平成16年11月の旧北会津村、平成17年11月の旧河東町との市町村合併により、 
「地域別環境への配慮指針」に北会津地域、河東地域の区分を追加し、地域特性や課 
題、環境配慮の基本的考え方を盛り込みました。 

○北会津地域の県の天然記念物である白山沼に生息するイトヨ（市の天然記念物） 
や、ホタルの森のゲンジボタルなどに代表される貴重な水辺地の生態系の保存につい 
て記載しました。 

○河東地域の金山川や大工川の水質調査の結果や、皆鶴姫の碑群や八葉寺などの歴史 
的な文化遺産の保全について記載しました。 

○「平成22年度までに平成2年レベルから8％削減する」という福島県の温室効果ガ 
ス削減目標の達成のために、取り組みを強化する旨記載しました。 

○「こどもを対象とした環境教室」「出前講座」「エコドライブ講習会」「省エネル 
ギーに関する講座」など、地球温暖化問題と身近な取り組みについての学習強化を図 
る旨記載しました。 

○平成17年２月の京都議定書発効以降、国における「地球温暖化対策の推進に関する 
法律」の改正や「京都議定書目標達成計画」の策定、県における「地球温暖化対策推 
進計画」の改訂、更にはIPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第４次評価報告書 
が公表されたこと等に伴い、国・県の対策が強化されており、市としても取り組みの 
強化を図っていく旨記載しました。 

○平成18年７月に策定した「会津若松市地球温暖化対策推進実行計画」に基づき、市 
の施設における省資源、省エネルギーの取り組みや、木質ペレットやＢＤＦ（バイオ 
ディーゼル燃料）等の新エネルギー導入の検討を進めていくことを盛り込みました。 

本計画は、平成11年3月に策定され、平成16年2月に第１次改訂を行いましたが、 
効果的な施策の運用を図るために、市民や事業者等の環境意識調査を行い、各種審議 
を経て、今回計画の見直しを行いました。主な見直しの内容は以下のとおりです。 

６．見直しの主な内容 

■会津若松市第６次長期総合計画との整合性の確保 

■旧北会津村・旧河東町との市町村合併による見直し 

■地球温暖化対策の強化に伴う見直し 
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○会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画に基づき、水環境保全の取り組みを強化す 
る旨、補強修正しました。 

○平成18年５月に策定した会津若松市一般廃棄物処理基本計画との整合性を検討し、 
所要箇所の見直しを行いました。 

○ごみ排出量削減目標 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、リサイクル率4.5％向上をめざす旨記載しました。 

○今回の改訂にあたり平成19年２月から５月にかけて実施した環境市民意識調査の結 
果に基づき、その結果概要や自由意見等を記載し、関連箇所を見直しました。 

○環境市民意識調査の中で、特に要望の多かった「犬ふん対策」「ごみのポイ捨て対 
策」について、市と市民が幅広く連携し、犬ふん等の放置禁止の徹底、不法投棄やポ 
イ捨てを防止する旨記載しました。 

○教員を中心に「専門家や市職員による環境講座」を望む声が多かったことから、 
「こどもを対象とした環境教室」や「出前講座」など、環境教育及び学習の強化を図 
る旨記載しました。 

○「河川・水路がきたない」と回答した市民が多かったことから、環境基準未達成地 
域での基準達成を含めて、市内の河川の水質改善に努める旨、記載しました。また、 
「台所から油を流さない」等の取り組みが必要である旨、記載しました。 

○猪苗代湖は、環境省が発表した平成17年度の河川、湖沼の水質測定結果で「４年連 
続で水質が日本一」と認定されました。しかし近年、湖水は中性化傾向が進み、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ることから、関係 
機関が協力して水質保全の取り組みを強化していく必要がある旨の内容を盛り込みま 
した。 

■猪苗代湖の水質保全の取り組みに伴う見直し 

■会津若松市一般廃棄物処理基本計画による見直し 

■環境市民意識調査（アンケート）の反映 
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会津若松市環境基本計画に関するお問い合わせは 

〒965-8601　会津若松市東栄町3番46号 

HP: http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ 
E-mail :kankyo@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

会津若松市市民部環境生活課 環境 グル ープ まで 

電話　0242-39-1221（直通）　FAX　39-1420


