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【資料１】会津若松市環境基本条例

平成９年３月28日

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。

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。

� 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。

� 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。

� 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
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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。

（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３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。

（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、環境の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、環境の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。

４ 前３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。

（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。

� 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。

� 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。

� 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。

� 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。

� 地球環境保全及び環境への負荷の低減を図ること。

（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。

� 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
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� 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。

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２項の規定を準用する。

（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。

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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【資料２】会津若松市生活環境の保全等に関する条例

平成12年３月31日

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、事業者及び市民の責務（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

（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。

� 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。

� 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。

� 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。

� 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。

� 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。

� 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。

� 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。

	 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。


 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。

� 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。

� 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
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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。

� 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。

� 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。

� 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。

� 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。

� 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。

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。

（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。

（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。

（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。
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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。

（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。

第３章 公害の防止

（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。

� 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。

� 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。

� 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

� 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４章 ポイ捨て等の禁止

（ごみ持帰りの努力義務）
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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。

（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。

（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。

（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。
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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。

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。

（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６章 地球環境保全のための努力義務

（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。

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。
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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。

（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。

（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。

（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。

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。

� 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

� 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。

（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。

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。
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【資料３】第２期環境基本計画 策定経過
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年次 月 日 実施項目 実施内容

平
成

24

年
度

５月１日 第１回環境審議会 ・新計画策定に関する説明

７月～９月
市民環境意識調査

（アンケート）

・市 民:対象1,000名、回答418名、期間8/27～9/7

・区 長:対象 505名、回答306名、期間8/31～9/7

・児童生徒:対象 752名、回答694名、期間7/13～7/20

・保 護 者:対象 752名、回答616名、期間7/13～7/20

・教 員:対象 563名、回答465名、期間9/3～9/19

10月11日 第１回市民ワークショップ
・前計画の総括
（大気汚染、騒音、放射線等に関すること）

10月25日 第２回市民ワークショップ
・前計画の総括
（動植物の保護、水質汚濁、ポイ捨て等に関すること）

11月８日 第３回市民ワークショップ

・前計画の総括
（省エネ、新エネルギーの推進、ごみ減量、リサイクル

等に関すること）

11月29日 第４回市民ワークショップ
・前計画の総括
（第１回～第３回までのまとめ）

12月20日 第５回市民ワークショップ ・基本目標の方向性、取り組み内容の検討

平
成

25

年
度

４月
事業者環境意識調査

（アンケート）
・事 業 者:対象3,600社、回答144社、期間4/5～4/30

５月31日 第１回環境管理委員会 ・策定方針説明、環境管理委員会の組織体制説明

６月５日 第１回環境審議会 ・昨年度の経過報告、策定スケジュールの説明

７月19日 第１回環境管理委員会幹事会 ・計画策定の概要、前計画の総括

８月１日
第１回新エネルギー等

検討会議

・スマートシティ、エネルギーに関する講演、

市域の温室効果ガス排出に対する意見交換

８月５日～

８月26日
事業者ヒアリング

・対象:市内15事業所

環境負荷低減の取り組み内容、社内の推進体制、

推進にあたっての課題等をヒアリング

８月23日 第２回環境管理委員会幹事会 ・計画の基本理念、個別目標の検討

８月27日
第２回新エネルギー等

検討会議

・各社の環境に対する取り組み報告、事業者の

配慮指針の検討、事業者ヒアリング中間報告

９月18日 文教厚生委員会協議会 ・計画策定状況の報告

９月27日
第３回新エネルギー等

検討会議

・温室効果ガスの削減目標値、再生可能エネルギー

の導入目標値、事業者の配慮指針に対する

提言内容まとめ

10月15日
第３回環境管理委員会幹事会

分科会２

・生態系、野生生物、生物多様性、自然環境等に

関する検討

10月16日
第３回環境管理委員会幹事会

分科会３

・資源循環、エネルギー、廃棄物、地球環境保全、

環境負荷低減に関する検討
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年次 月 日 実施項目 実施内容

平
成

25

年
度

10月16日
第３回環境管理委員会幹事会

分科会４
・市民協働、パートナーシップに関する検討

10月17日
第３回環境管理委員会幹事会

分科会１

・公害防止、健康保護、生活環境保全に関する

検討

10月30日 第４回環境管理員会幹事会 ・全体まとめ、素案の決定

11月14日 企画副参事会議 ・

11月20日 第３回環境管理委員会 ・素案説明、内容検討

11月26日 庁議 ・素案説明、内容検討、原案の決定

12月13日 文教厚生委員会協議会 ・原案説明

12月～１月 パブリックコメント ・原案に対する市民意見の聴取

１月21日 第２回環境審議会 ・原案説明、計画全般についての審議

２月12日 第３回環境審議会 ・諮問、計画全般についての審議

３月７日 第４回環境審議会 ・答申内容についての協議

３月17日 答申 ・諮問に対する審議結果について



【資料４】諮問・答申
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諮 問 書

25環 第1259号

平成26年２月12日

会津若松市環境審議会

会長 渡部 洋于 様

会津若松市長 室井 照平

会津若松市第２期環境基本計画について（諮問）

会津若松市第２期環境基本計画を別紙のとおり策定することについて、会津

若松市環境審議会条例第２条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

答 申 書

平成26年３月17日

会津若松市長 室井 照平 様

会津若松市環境審議会 会長 渡部 洋于

会津若松市第２期環境基本計画について（答申）

平成26年２月12日付け25環第1259号で諮問のありました標記の件につきまし

ては、会津若松市環境審議会条例第２条の規定に基づき、慎重に審議を行った

結果、別紙のとおり結論を得ましたので答申いたします。



今日の環境問題は、これまでの公害問題に加え、近隣騒音や廃棄物の増大などの日常

生活に密接した問題、さらには地球温暖化やエネルギー問題、そして、福島第一原子力

発電所事故による放射性物質の飛散やＰＭ2.5の越境飛来など、広範化・複雑化してい

ます。

一方、快適で豊かな暮らしを維持することや、地域経済の活力再生に向けた取り組み

の推進も不可欠であり、地球環境の保全や様々な公害等に対応し、豊かな自然環境を将

来の世代に引き継ぐことと、調和を図っていくことが求められています。

このような中で、当審議会に諮問された「会津若松市第２期環境基本計画」は、会津

若松市環境基本条例第８条に基づき策定するものであり、本市の環境行政の最も基本と

なる計画であると同時に、市民や事業者の環境配慮指針を示すものでもあることから、

諮問された原案について慎重に検討を重ねてまいりました。

その結果、本計画は、

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が示されていること

２ 環境の保全及び創造に関する施策を計画的に推進するために必要な事項が定められ

ていること

３ 「市民・事業者環境意識調査」や「市民ワークショップ」、「新エネルギー等検討会議」

などから得られた市民や事業者の意見が反映されていること

などから、当審議会といたしましては、計画の内容を適切であると認めるものであります。

今後は、別紙「附帯意見」について十分に配慮いただきながら、市民及び事業者との

協働をさらに推進し、本計画の実現に向け努力されるよう切望するものであります。
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答 申



１ 計画の浸透

計画は、市民や事業者に広く理解・共有される必要があることから、概要版の作成

や出前講座の開催などによる積極的な周知に取り組まれたい。

なお、概要版等の作成にあたっては、市民にわかりやすいものとなるよう、できる

だけ平易な表現やイラスト等の活用を図られたい。

２ 市民・事業者における環境に配慮した取り組みの推進

計画を推進させるためには、市民や事業者が、それぞれの強みやノウハウを生かし

て、環境に配慮した行動をとることが重要になる。そのため、取り組み状況が確認で

きるチェックシートの活用や補助制度等の情報提供など、市民や事業者が実践しやす

い環境づくりに取り組まれたい。

３「スマートなまち」の推進

環境学習や環境保全活動等による環境意識の高揚や、再生可能エネルギー・ＩＣＴ

等の活用を推進し、自然環境と日常生活・事業活動が両立した社会をつくるために、

市民・事業者・行政が一体となって取り組まれたい。

４ 目標達成状況の共有化

望ましい環境像を実現するためには、定期的に環境目標や環境施策の達成状況等を

把握し、共有化することが不可欠であることから、その状況等を、目標設定期間にこ

だわらず短期的に取りまとめ、公表されたい。
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【 附 帯 意 見 】



【資料５】環境審議会委員名簿

任期：平成24年5月1日から平成26年4月30日まで
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役職名 氏 名 所属団体等

会 長 渡 部 洋 于
会津若松市区長会
（副会長）

副会長 田 中 政 巳
公立大学法人会津大学短期大学部
（食物栄養学科 教授）

委 員 今 井 亨 英
環境に関心を持つ市民
（公募）

委 員 齋 藤 記 子
環境に関心を持つ市民
（公募）

委 員 岩 橋 ひろみ
ＪＡあいづ女性部若松支部
（支部長）

委 員 新 城 希 子
会津若松商工会議所女性会
（副会長）

委 員 青 木 くみ子
会津若松市環境フェスティバル実行委員会
（副委員長）

委 員 田 代 圭
福島県弁護士会会津若松支部
（会津鶴城法律事務所）

委 員 遠 藤 仁 志
東北電力株式会社会津若松支社
（副支社長）

委 員 石 綿 吉 男
会津若松市立小中学校長協議会
（松長小学校校長）

委 員 池 田 鉄 哉
国土交通省北陸地方整備局 阿賀川河川事務所
（所長）

委 員 斎 藤 善 隆
福島県会津地方振興局
（県民環境部長）

※敬称略、委員順不同、団体名・役職名は委嘱時による。



【資料６】主な環境施策一覧

基本目標１ きれいな環境で、安心して健康に暮らせるまちをつくる
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１�１空気や水がきれいで安心して暮らせるまち

焼却施設等のダイオキシン類対策の推進

環境保全協定の締結促進

有害物質の環境への排出を防ぎます 酸性雪調査の継続

非飲用地下水調査の継続

低公害車の普及促進、ノーカーデーの推進

有害物質による健康被害を防ぎます
水道水質調査の継続

飲用地下水調査の継続

個別
目標

環境施策 施策の内容

１�２環境と生活スタイルが調和した快適なまち

公共用水域水質の監視

生活排水対策を推進します

公共下水道事業

農業集落排水事業

個別生活排水事業

浄化槽設置事整備業

出前講座等による生活排水対策の推進

騒音・振動対策を推進します 騒音規制法等に基づく指導・騒音調査の実施

悪臭対策を推進します 悪臭防止の指導とパトロール・悪臭調査の実施

その他、良好な生活環境の維持を 野焼き禁止の周知の実施

推進します 農業用使用済プラスチック適正処理の推進

１�３放射能の不安のない安心なまち

放射線量や放射性物質を調査、

監視します

飲料水の放射性物質検査の継続

学校等給食食材検査の継続

食品等放射能検査の継続

下水・浄水汚泥の放射性物質検査の継続

林産物関係モニタリング調査の継続

環境放射線量調査の継続

都市公園環境放射線量の監視

学校敷地内放射線量の監視

簡易放射線測定器、個人積算線量計の貸出しの継続

放射性物質を含む廃棄物等を適正に

管理・処分します

川ざらい土砂の適正処理

浄水発生土や下水汚泥の適正保管

学校敷地内の除去土砂の適正管理

市民の皆さんへ正しい情報を発信

します
各種広報媒体による放射線に関する情報の発信

の推進

（接続･切り替えの促進）

�
�
�
�
�



基本目標２ 緑豊かで、住んでいて心地よく、人と自然が共生するまちをつくる
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２�１豊かな自然環境を守り、育てるまち

生態系に配慮した土地利用を行います
会津若松市開発事業指導要綱に基づく指導

ほ場整備の推進

森林病害虫等の防除

森林の保全と活用を図ります 治山事業の推進

会津若松市森林整備計画の推進

豊かな緑と水辺地を保全、創出します

赤井谷地保存対策の実施及び調査

景観協定地区等における緑化等の支援

美しい会津若松景観賞の表彰の実施

都市公園・緑地広場の整備及び維持管理

野生生物を適正に保護します
野生生物生息環境保全の推進

河川環境の整備

個別
目標

環境施策 施策の内容

２�２美しい里山と農地を守り、活かすまち

ボランティアによる下刈り等の実施

里山を保全します 子どもの森の維持管理

中山間等直接支払事業による支援

耕作放棄地解消対策の推進

農地を保全します 遊休農地の解消

地産地消運動の推進

自然とふれ合う場を作ります
市民農園等の普及・推進

グリーンツーリズムの支援

２�３猪苗代湖の水環境を守り、次代に引き継いでいくまち

会津若松市森林整備計画の推進

自然汚濁・面的汚濁を低減します エコファーマー認定の促進

環境保全型農業の直接支援

人為汚濁を低減します 農業集落排水事業、個別生活排水事業の推進

湖岸のビーチクリーナーによる清掃の実施

水辺環境の保全･整備促進を図ります 湊四浜での清掃活動等の支援

崎川浜の浄化槽整備及び維持管理

市民参加による水環境保全活動の

活性化に努めます

猪苗代湖クリーンアップ及び水環境講座の開催

猪苗代環境保全ボランティアへの参加の呼びかけ

湖美来基金の保全活動支援事業の普及促進

水環境保全思想の啓発促進、

地域交流・水文化の形成に努めます

猪苗代湖クリーンアップ及び水環境講座の開催

猪苗代湖水環境保全推進連絡会の子ども交流会の

実施

水環境保全に関する調査研究等の

充実に努めます
公共用水域の水質調査の実施



基本目標３ 地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくる
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３�１再生可能エネルギーの地産池消ができるまち

小水力発電を推進します 小水力発電設備の設置に向けた検討

バイオマスエネルギーの活用を推進

します

消化ガス発電の導入及び汚水管熱利用の検討

バイオマス利活用の検討

太陽エネルギー利用を推進します
住宅用太陽光発電設備の普及促進

公共施設への太陽光発電システムの導入

風力エネルギー利用を推進します 風力発電所設置・環境対策の検討

温度差熱利用を推進します 公共施設等への温度差熱利用設備等の導入

その他の未利用エネルギーの利用を

検討します

新エネルギー導入の検討

下水・浄水汚泥の有効利用の検討

学校建設における雨水利用システムの導入

個別
目標

環境施策 施策の内容

３�２みんなでＣＯ２を減らすまち

建築物や住宅における省エネを推進

します

省エネルギー診断の活用

施設等への省エネ設備等の導入

ＬＥＤ防犯灯設置の推進

家庭版環境マネジメントシステムの普及促進

省エネ型の生活を推進します グリーン購入の促進

エコドライブの推進

３�３再生可能エネルギーとＩＣＴを活用したまち

再生可能エネルギーの安定供給と

ＩＣＴの有効活用を推進します

エネルギーコントロールセンターの構築

エネルギー需給状況の見える化（ＨＥＭＳ等）の推進

ＩＣＴを活用した情報データの活用の推進

電気自動車の普及推進

環境にやさしい交通対策を進めます 幹線道路の整備、公共交通機関の利用促進

道路案内標識の整備

３�４「もったいない」が息づくまち

ごみの減量化（３Ｒ）を推進します

一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）の推進

生ごみ処理機等設置への助成

給食施設生ごみのリサイクルの実践

家電リサイクル法、自動車リサイクル法などに

基づく排出の指導

プラスチック系家庭ごみ･資源物の分別排出の徹底

ごみ減量化に向けた情報提供・意識の啓蒙



４�１みんなで考え、みんなで学ぶまち

環境学習を推進します

学校版環境マネジメントシステムの推進

各種環境教室や環境講座等の実施

省エネルギーセミナーの実施

環境関連社会教育の実施

出前講座の実施

環境に関する情報を提供します
「会津若松市の環境」発行等による情報提供

各種広報媒体による情報提供

基本目標４ 環境保全をともに学び、協働するまちをつくる
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個別
目標

環境施策 施策の内容

４�２協働の輪を広げ、環境にやさしいまち

市民協働を推進します

各種事業におけるゴミ等の持ちかえり運動の推進

地域の環境美化活動の推進

各種ボランティア・市民団体等との連携による

環境保全活動の推進

公園・緑地等の緑化・美化の推進

環境意識の醸成

環境フェスタ等環境関連イベントの開催

環境大賞による環境保全活動の促進

環境に対する意識啓発の推進

ごみのポイ捨て、犬ふん放置禁止の啓発活動の推進



【資料７】環境基準・規制基準について

１．大気について

（1）大気汚染に関する環境基準
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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)

一酸化炭素
１時間値の１日平均値が10ppm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0.10mg/�以下であり、かつ、

１時間値が0.20mg/�以下であること。(昭和48.5.8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)

ベンゼン １年平均値が0.003mg/�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0.2mg/�以下であること。(平成9.2.4告示)

テトラクロロエチレン １年平均値が0.2mg/�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/�以下であること。(平成13.4.20告示)

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

微小粒子状物質
１年平均値が15μg/�以下であり、かつ、１日平均値が35μg/�以下

であること。(平成21.9.9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）



２．水質について

（1）水質汚濁に関する環境基準

■人の健康の保護に関する環境基準
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項 目 基 準 値

カドミウム 0.003mg/�以下

全シアン 検出されないこと

鉛 0.01mg/�以下

六価クロム 0.05mg/�以下

砒素 0.01mg/�以下

総水銀 0.0005mg/�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

ジクロロメタン 0.02mg/�以下

四塩化炭素 0.002mg/�以下

1､2-ジクロロエタン 0.004mg/�以下

1､1-ジクロロエチレン 0.1mg/�以下

シス-1､2-ジクロロエチレン 0.04mg/�以下

1､1､1-トリクロロエタン 1mg/�以下

1､1､2-トリクロロエタン 0.006mg/�以下

トリクロロエチレン 0.03mg/�以下

テトラクロロエチレン 0.01mg/�以下

1､3-ジクロロプロペン 0.002mg/�以下

チウラム 0.006mg/�以下

シマジン 0.003mg/�以下

チオベンカルブ 0.02mg/�以下

ベンゼン 0.01mg/�以下

セレン 0.01mg/�以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/�以下

ふっ素 0.8mg/�以下

ほう素 1mg/�以下

1、4-ジオキサン 0.05mg/�以下

【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、測定方法の項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。

３．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

４．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された

硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イ

オンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

［水質汚濁に係る環境基準 平成25年環境省告示第30号(最終改正)］



（2）生活環境の保全に関する環境基準

■河川

■天然湖及び貯水量1,000万�以上で、水の滞留時間が４日間以上である人工湖

■全窒素・全りんに関するもの
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基 準 値

項目

類型 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

該当水域

Ａ
6.5以上

8.5以下
2㎎/�以下 25㎎/�以下 7.5㎎/�以上

1,000MPN/

100m�以下

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㎎/�以下 25㎎/�以下 5㎎/�以上

5,000MPN/

100m�以下

湯川(滝見橋より

下流)、旧湯川

【備考】

１．基準値は、日間平均とする（湖沼についても同じ）。

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㎎/�以上とする

（湖沼についても同じ）。

３．MPNとは大腸菌群数の測定方法（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ないため省略。

［水質汚濁に係る環境基準 平成25年環境省告示第30号(最終改正)］

基 準 値

項目

類型 水素イオン

濃度（pH）

化学的

酸素要求量

（COD）

浮遊物質量

（SS）

溶存酸素量

（DO）
大腸菌群数

該当水域

Ａ
6.5以上

8.5以下
3㎎/�以下 5㎎/�以下 7.5㎎/�以上

1,000MPN/

100m�以下

猪苗代湖

（pHは適用しない）、

東山ダム貯水池

【備考】

１．水産１～３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ない。

２．ＡＡ、Ｂ、Ｃ類型については、本市では該当する地域がないため省略。

［水質汚濁に係る環境基準 平成25年環境省告示第30号（最終改正）］

項目 基 準 値
該当水域

類型 全 り ん

Ⅱ 0.01mg/�以下
猪苗代湖、東山ダム貯水池

（東山ダム貯水池は、平成27年度までの暫定目標0.014）

【備考】

１．基準値は年間平均値とする。

２．全窒素については、本市では該当する水域が無いため省略。

３．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類型については、本市では該当する地域がないため省略。

［水質汚濁に係る環境基準 平成25年環境省告示第30号（最終改正）］



３．騒音について

（1）騒音にかかる環境基準

■一般地域（道路に面しない地域）

■道路に面する地域
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基 準 値（ｄＢ）

地域の類型 昼間 夜間 本市における該当地域

（6:00～22:00）（22:00～6:00）

ＡＡ 特に静穏を要する地域 50以下 40以下 ―

Ａ 専ら住居の用に供される地域 55以下 45以下

第１種低層住居専用地域

第１種・第２種中高層住

居専用地域

Ｂ
主として住居の用に供される

地域
55以下 45以下

第１種・第２種住居地域

準住居地域

Ｃ
相当数の住居と併せて、商業、

工業等の用に供される地域
60以下 50以下

近隣商業地域、商業地域

準工業地域、工業地域

（注）特に静穏を要する地域とは、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を指す。

基 準 値（ｄＢ）

地域の区分 昼間 夜間

（6:00～22:00）（22:00～6:00）

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以下 55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
65以下 60以下

幹線交通を担う道路に近接する空間（特例） 70以下 65以下

（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…15ｍ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…20ｍ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45ｄＢ以下、夜間にあっては40ｄＢ以下）によることが

できる。

[騒音に係る環境基準 平成24年環境省告示第54号（最終改正）]



（2）騒音にかかる規制基準

■騒音規制法・県条例の規制地域及び規制基準

■特定及び指定施設一覧…【※設置30日前までに市に届出が必要】
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基準値（単位ｄＢ）・時間の区分
該当地域

（都市計画法に定める用途地域）
地域区分 昼間 朝（6時～7時） 夜間

（7時～19時）夕（19時～22時）（22時～6時）

第１種区域 50 45 40 第1種低層住居専用地域

第２種区域 55 50 45
第１種･第２種中高層住居専用地域、

第１種･第２種住居地域、準住居地域

第３種区域 60 55 50
近隣商業地域、商業地域、準工業地域

及び用途地域以外の地域

第４種区域 65 60 55 工業地域

第５種区域 75 70 65 工業専用地域

（注）１．学校、保育所、病院、診療所（患者の収容施設を有するもの）、図書館並びに特別養護老人

ホームの敷地の周囲50ｍ区域では上表に掲げる数値からそれぞれ５ｄＢを減じた値となる

（ただし、第１種区域を除く。）。

２．工場等の敷地が区域の区分を異にする隣地と直接接する場合における規制基準は、当該

工場等の敷地に係る区域の区分に応じた値と当該隣地に係る区域の区分に応じた値との

和の２分の１に相当する値となる。

３．該当地域のうち下線を付した地域は、県条例の規制地域。

１ 金属加工機械

イ 圧延機械（原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。）

ロ 製管機械

ハ ベンディングマシン（ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。）

ニ 液圧プレス（矯正プレスを除く。）

ホ 機械プレス（呼び加圧能力が294ｷﾛﾆｭーﾄﾝ以上のものに限る。）

へ せん断機（原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。）

ト 鍛造機

チ ワイヤーフォーミングマシン

リ ブラスト（タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。）

ヌ タンブラー

ル 切断機（といしを用いるものに限る。）

２ 空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）

３
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が7.5kW以上の

ものに限る。）

県） 土石用又は鉱物用の破砕機及び摩砕機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）

県）
土石用、鉱物用、飼料・有機質肥料製造用又は農薬製造用のふるい分機及び分級機（原動機

の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）

４ 織機（原動機を用いるものに限る。）

５ 建設用資材製造機械

イ
コンクリートプラント（気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45�
以上のものに限る。）

ロ アスファルトプラント（混練機の混練重量が200㎏以上のものに限る。）



（3）深夜営業の規制基準
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６ 穀物用製粉機（ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）

７ 木材加工機械

イ ドラムバーカー

ロ チッパー（原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）

ハ 砕木機

ニ
帯のこ盤（製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のもの

にあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）

ホ
丸のこ盤（製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のもの

にあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）

へ かんな盤（原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）

８ 抄紙機

９ 印刷機械（原動機を用いるものに限る。）

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

県） ガソリンエンジン（定格出力が7.5kW以上のものに限る。）

県） ディーゼルエンジン（定格出力が7.5kW以上のものに限る。）

県） 冷凍機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）

（注）１．県条例の騒音指定施設は、騒音規制法に規定する指定地域内にある特定工場等に設置す

る騒音発生施設は除かれるため、騒音規制法の適用を受ける工場・事業場については県

条例は適用されない。

２．特定及び指定施設のうち下線を付した施設は、県条例の指定施設。

規制内容 音響機器の使用 音量規制

区域の区分 禁止の時間帯 時間帯 基準値

Ａ区域

第１種・第２種低層住居専用地域、

第１種・第２種中高層住居専用地域、

第１種・第２種住居地域、準住居地域 午後11時～

翌日の午前６時

午後10時～

翌日の午前６時

45ｄＢ

Ｂ区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、

工業地域
55ｄＢ

（注）１．音響機器とは、音響再生装置、楽器、有線放送装置及び拡声装置。

２．音響機器の使用の制限については、音が外部に漏れない場合は適用しない。



４．振動について

（1）振動規制法の規制地域及び規制基準

■振動規制法の特定施設…【※設置30日前までに市に届出が必要】
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基準値（ｄＢ）･時間の区分
該当地域

（都市計画法に定める用途地域）
地域区分 昼間 夜間

（7時～19時）（19時～7時）

第１種区域 60 55
第１種低層住居専用地域、第１種・第２種中高層住居

専用地域、第１種・第２種住居地域、準住居地域

第２種区域 65 60 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

（注）ただし、学校、保育所、病院、診療所（患者の収容施設を有するもの）、図書館及び特別養護老人

ホームの周囲おおむね50ｍの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から５ｄＢ

減じた値とする。

１ 金属加工機械

イ 液圧プレス（矯正プレスを除く。）

ロ 機械プレス

ハ せん断機（原動機の定格出力が１kW以上のものに限る。）

ニ 鍛造機

ホ ワイヤーフォーミングマシン（原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。）

２ 圧縮機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。）

３
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が7.5kW以上の

ものに限る。）

４ 織機（原動機を用いるものに限る。）

５

コンクリートブロックマシン（原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。）

並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械（原動機の定格出力の合計が

10kW以上のものに限る。）

６ 木材加工機械

イ ドラムバーカー

ロ チッパー（原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。）

７ 印刷機械（原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。）

８
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出

力が30kW以上のものに限る。）

９ 合成樹脂用射出成形機

10 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）



５．特定建設作業及び騒音指定建設作業について

（1）特定建設作業及び騒音指定建設作業にかかる規制基準

■騒音特定建設作業及び騒音指定建設作業…【※作業７日前までに市に届出が必要】
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基準種別

区域区分

騒音の

規制基準

振動の

規制基準

作業時間に

関する基準

１日あたりの

作業時間

作業期間に

関する基準

作業日に

関する基準

法

第１号

区域
75ｄＢ

７時～19時の

時間内であること

１日10時間を

超えないこと
連続して

６日間を

超えない

こと

第２号

区域
85

６時～22時の

時間内であること

１日14時間を

超えないこと

日曜・休日

でないこと

県条例

（騒音のみ）
－

７時～19時の

時間内であること

１日10時間を

超えないこと

（注）１．●第１号区域…第１種・第２種低層住居専用地域、第１種・第２種中高層住居専用地域、

第１種・第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業

地域のうち、学校、病院等の周辺おおむね80ｍの地域

●第２号区域…工業地域のうち、第１号地域で規制される地域を除く地域

●県条例（騒音）…工業専用地域、調整区域、都市計画区域以外の地域（市内において騒

音規制法で規制されていない地域全て）のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書

館、特別養護老人ホームの周囲80ｍ以内の地域

２．基準を上回る騒音を発生している場合に改善勧告又は命令を行うにあたり、騒音防止対

策のほかに、１日当たりの作業時間を４時間までの範囲で短縮することができる。

３．この基準には、災害その他の非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要があ

る場合などの適用除外が設けられている。

１
くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）

を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。）

２ びょう打機を使用する作業

３
さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該

作業に係る２地点の最大距離が50mを超えない作業に限る。）

４
空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上

のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。）

５

コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45�以上のものに限る。）又はアスファルト

プラント（混練機の混練重量が200㎏以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを

製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。）

６
バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する

ものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。）を使用する作業

７
トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣

が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。）を使用する作業

８
ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定

するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。）を使用する作業



■振動特定建設作業…【※作業７日前までに市に届出が必要】

６．悪臭について

（1）悪臭に関する規制基準

■会津若松市の悪臭防止法による規制地域

■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）
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①
くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）

又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業

② 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

③
舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日におけ

る当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。）

④
ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業

にあっては、1日における当該作業に係る２地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。）

地域区分 規制地域（都市計画法に定める用途区域区分など）

Ａ区域

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

３．柳原町四丁目の区域のうち、584番から699番までの区域

Ｂ区域 商業地域及び準工業地域

Ｃ区域 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

特定悪臭物質の種類 Ａ区域 Ｂ区域 Ｃ区域 に お い

アンモニア １ ２ ５ 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

硫化水素 0.02 0.06 0.2 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

二硫化メチル 0.009 0.03 0.1 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

アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5 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

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08 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

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05 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

イソブタノール 0.9 ４ 20 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

メチルイソブチルケトン １ ３ ６ 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

スチレン 0.4 0.8 ２ 都市ガスのようなにおい



■福島県悪臭防止対策指針に基づく基準（単位 臭気指数）
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キシレン １ ２ ５ ガソリンのようなにおい

プロピオン酸 0.03 0.07 0.2 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

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004 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

[平成８年４月福島県告示第329号（最終改正）]

区域の区分 対象地域

工場等の敷地

境界の地表に

おける基準

工場等の煙突その他の

気体排出口における基準

5m～30m 30m～50m 50m～

第１種区域 悪臭防止法に基づくＡ区域 10 28 30 33

第２種区域

悪臭防止法に基づくＢ区域

並びに都市計画法に基づく

用途区域以外の区域

15 33 35 38

第３種区域 悪臭防止法に基づくＣ区域 18 36 38 41

[平成19年１月福島県告示第５号（最終改正）]



【資料８】会津若松市の放射線の状況

○環境放射線量の現状

会津若松市では、福島第一原子力発電所の事故発生直後である平成23年３月15日夜

から16日未明にガスやちりになって飛んできた放射性物質が、この時降っていた雨に

洗い落とされて、地面等に付着し、放射線を出していると考えられます。

平成24年３～４月と平成25年５～６月に実施した放射線量の詳細調査（下図１、２）

やモニタリングポストの測定結果をみると、同一場所で測定した放射線量は、事故発

生後から比べて着実に減少しており、国が目指す将来の目標値である毎時0.23μSv

（マイクロシーベルト）、年間追加被ばく線量推計値１ｍSv（ミリシーベルト）を超え

るところは、平成25年５～６月では確認されなくなっています。

放射線はこの先自然に減少していきますので、数値は今後も少しずつ下がっていく

と見込まれます。
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図１ 図２

会津若松市環境放射線量

詳細調査結果 平成24年３～４月〔 〕 会津若松市環境放射線量

詳細調査結果 平成25年５～６月〔 〕



○バッジ式の積算線量計による被ばく線量調査

バッジ式積算線量計による被ばく線量調査は、実際の被ばく線量を把握し、子ども

の安全を確保するための調査です。本市では、下表のとおり平成23年度と平成24年度

に市内の中学生以下の子どもを対象にバッジ式積算線量計の貸し出しを行い、放射線

被ばく量の調査を実施しました。

■バッジ式積算線量計貸し出し実績

測定値ごとの分布状況を見ると、平成24年度の測定結果は、平成23年度の測定結果

よりも低い数値の割合が多くなっています。

また、推計される１年間の数値が、平常時の被ばく限度量である１ミリシーベルト

を超える人は13名いましたが、測定期間中に市外の線量の高い地域に長期間滞在して

いたことや、レントゲンを複数回受けたり、空港で手荷物検査を受けたりなど、すべ

て特殊な事情があることがわかりました。

この調査結果に対して、市放射線管理アドバイザーの下道國氏からは、健康に影響

を与えるような数値ではないとの見解をいただいています。
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実施期間 測定者 平均測定値

平成23年度

第１回目（１ヶ月間）

平成23年11月21日

～12月20日

中学生以下の子ども

8,597名

月平均0.02mSv

（年間推定値0.24mSv）

第２回目（２ヶ月間）

平成23年12月21日

～平成24年2月20日

中学生以下の子ども

8,679名

月平均 0.025mSv

（年間推定値0.30mSv）

平成24年度

第３回目（２ヶ月間）

平成24年７月20日

～９月19日

中学生以下の子ども

4,781名

月平均0.015mSv

（年間推定値0.18mSv）



【資料９】本市の温室効果ガス排出量の推計結果及び削減目標値

■市域からの温室効果ガス排出量

国の「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（第１版）」

及び「同簡易版」に基づき、市域からの温室効果ガス排出量を下記のとおり推計しました。
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会津若松市の部門別温室効果ガス排出量の推計

Ｈ２ Ｈ12 Ｈ22
Ｈ35

（ＢＡＵ）
Ｈ35

（対策後）

Ｈ2～22
増加率
（％）

Ｈ22～35
（ＢＡＵ）
増加率
（％）

Ｈ22～35
（対策後）
増加率
（％）

温室効果ガス排出総量（削減目標） － － 932.6 870.2 745.9 － -6.7 -20.0Ｆ

＋ＥＢ＋ＤＡ

再生可能エネルギー導入による

排出削減量
－ － 0.0

-29.0 -59.9
－ － －

温室効果ガス排出量 － －
932.6 899.2 805.8

－ -3.6 -13.6

Ａ Ｂ

Ｄ ＥＣ

二酸化炭素 862.9 867.7 832.7 813.1 727.8 -3.5 -2.4 -12.6

エネルギー起源二酸化炭素 853.1 857.4 820.6 803.4 718.5 -3.8 -2.1 -12.4

エネルギー転換部門 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 -80.5 0.0 0.0

産業部門 303.1 159.0 154.9 163.3 162.1 -48.9 5.4 4.7

内
訳

建設業・鉱業 (21.6) (24.4) (12.4) (11.7) (11.7) -42.2 -5.7 -5.7

製造業 (255.6) (114.0) (126.1) (138.9) (138.9) -50.6 10.1 10.1

農林水産業 (25.9) (20.6) (16.3) (12.6) (11.5) -37.3 -22.7 -29.5

民生家庭部門 213.0 244.6 241.9 226.7 189.6 13.5 -6.3 -21.6

民生業務部門 220.0 251.2 237.2 225.6 196.0 7.8 -4.9 -17.4

運輸部門 116.4 202.2 186.6 187.8 170.6 60.3 0.7 -8.5

内
訳

自家用家計乗用車 (52.9) (77.7) (83.6) (78.4)
(164.8)

58.0 -6.3
-8.0

営業車・貨物車 (55.5) (117.1) (95.5) (103.1) 72.1 8.0

鉄道 (8.0) (7.4) (7.5) (6.4) (5.8) -6.9 -14.7 -21.9

廃棄物起源二酸化炭素 9.8 10.3 12.1 9.6 9.3 23.2 -20.3 -22.7

（内訳）

メタン 25.4 26.3 19.8 15.3 13.7 -22.3 -22.5 -30.5

内
訳

廃棄物部門 (0.8) (0.8) (0.7) (0.6) (0.6) -7.0 -15.7 -15.7

農業部門 (24.6) (25.5) (19.0) (14.7) (13.1) -22.8 -22.7 -31.1

一酸化二窒素 4.1 3.4 2.6 2.1 2.0 -36.2 -18.9 -22.4

内
訳

廃棄物部門 (1.7) (1.8) (1.6) (1.4) (1.4) -4.0 -16.4 -16.4

農業部門 (2.5) (1.6) (1.0) (0.8) (0.7) -58.3 -22.7 -31.7

ハイドロフルオロカーボン － － 11.2 24.5 21.1 － 119.3 88.4

パーフルオロカーボン － － 57.1 37.5 34.5 － -34.4 -39.5

六フッ化硫黄 － － 9.2 6.6 6.6 － -27.7 -27.7

（単位千トンＣＯ２）



Ｂについては、市域における再生可能エネルギーの供給量について、新エネルギー

等検討会議で提言を受けた目標値を基に推計しました。その詳細は下表のとおりです。

上記を基に、下記のように削減量を推計しました。

なお、「※」の表示がある３つの対策の削減効果は、

「対策導入量等の根拠資料(国立環境研究所ＡＩＭプロジェクトチーム編)」を基に算

定しています。算定にあたっては、市内で排出量削減のための各対策が導入される程

度が高いと推測されるものから、「高位」「中位」「低位」のいずれかを選択して、算

出しました。選択の際は、市民・事業者アンケート等を参考にしています。
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推計値の詳細について

Ｂ

Ａ →平成22年度以降に稼動した、または稼動が決定した再生可能エネルギー施設に
よる削減量

→Ａに加えて、さらに再生可能エネルギー導入を進めた場合の削減量

Ｈ22（2010）年度実績 Ｈ30（2018）年度目標 Ｈ35（2023）年度目標 倍率（熱量）

再生可能エネルギーの種類 熱量換算
（TJ）

設備容量
（ｋW）

熱量換算
（TJ）

設備容量
（ｋW）

熱量換算
（TJ）

設備容量
（ｋW）

2010→
2018

2010→
2023

太陽光発電 20.5 2,382 152.3 16,269 344.3 36,000 7.41 16.77

太陽熱利用 0.3 － 0.5 － 0.5 － 1.57 1.57

風力発電 － 3 516.7 20,600 750.1 30,000 － －

水力発電 6,206.7 163,350 6,219.5 163,727 6,245.3 164,480 1.00 1.01

うち、小水力発電（1,000kW未満） 61.2 1,870 74.1 2,247 99.8 3,000 1.21 1.63

地熱発電 0.0 0 0.0 0 0.0 0 － －

うち、地熱バイナリー発電 0.0 0 0.0 0 0.0 0 － －

バイオマス発電 0.0 0 392.3 5,725 392.3 5,725 － －

バイオマス熱利用 11.7 － 147.5 － 417.1 － 12.63 35.71

バイオマス燃料製造 2.1 － 2.4 － 3.1 － 1.17 1.51

温度差熱利用 6.8 － 7.2 － 7.2 － 1.06 1.06

雪氷熱利用 0.0 － 0.0 － 0.0 － － －

計 6,248.1 165,735 7,438.5 206,321 8,160.0 236,205 1.19 1.31

一次エネルギー需要（会津若松市）15,247.6 － 14,620.4 － 13,608.4 － 0.96 0.89

一次エネルギー需要に占める再生
可能エネルギー供給量の割合（％）

41% － 51% － 60% －

対 策 削減効果 導入程度 推定（左記の理由）

平成22年度以降に稼動した、

または稼動が決定した再生可能

エネルギー施設

29.0千トンＣＯ２ －

市内の太陽光発電導入実績や、バイオ

マス発電導入施設、ペレットストーブ

導入施設、風力発電所の建設（予定）

等から算定

バイオ燃料の導入（※） 0.7千トンＣＯ２ 高位
バイオマスボイラーが普及し、ＢＤ

Ｆ活用等の支援策が行われる

住宅用太陽光発電の導入（※） 6.3千トンＣＯ２ 中位 導入意欲が高く、普及が推進される

非住宅用太陽光発電の導入（※） 10.4千トンＣＯ２ 中位
導入意欲が高く、県の補助事業等に

より導入が推進される

風力発電及び小水力発電の導入 13.5千トンＣＯ２ － －

合 計 59.9千トンＣＯ２

新エネルギー等検討会議
で提言された目標値です

Ａ

Ｂ



Ｃ・Ｄは、エネルギー等使用量に排出係数をかけて推計する「積み上げ法」で算出

しています。なお、市内のエネルギー・燃料消費量に関する統計データが整備されて

いない部分については、各種統計データを関連する指標で按分する「按分法」により

推計しています。

また、統計データは最大３年程度遅れて公表されることから、最新の推計年度は平

成22（2010）年度となります。

【Ｃ・Ｄの推計方法】

なお、 を算定するにあたり、人口、世帯数、生産量等については、今後推定さ

れる数値に変化させ（次ページ参照）、エネルギーの使用効率や温室効果ガスの削減

対策については、現状（平成22年度）のままで算出しています。
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Ｃ

Ｄ →ＢＡＵ（＝Businessasusual）推計
＝�温室効果ガス対策を現状のまま何も行わなかった場合�の排出量

→平成22年度（2010）の排出量（現段階での最新データに基づく排出量）

二酸化炭素（ＣＯ２）

エネルギー起源二酸化炭素

エネルギー転換部門 積み上げ法 ガス事業年報（資源エネルギー庁）

産業部門

建設業・鉱業 按分法
都道府県別エネルギー消費統計値（資源エネルギー庁）を

就業者数で按分

製造業 按分法 都道府県別エネルギー消費統計値を製造品出荷額で按分

農林水産業 按分法 都道府県別エネルギー消費統計値を就業者数で按分

民生家庭部門 按分法･積み上げ法
都道府県別エネルギー消費統計値を世帯数で按分

都市ガスは市域消費量より算定（市統計データ）

民生業務部門 按分法･積み上げ法
都道府県別エネルギー消費統計値を業務系建物床面積で按分

都市ガスは市域消費量より算定（市統計データ）

運輸部門

自家用家計乗用車 按分法 都道府県別エネルギー消費統計値を乗用車等の台数で按分

営業車・貨物車 積み上げ法
市区町村別自動車交通ＣＯ２排出量推計データ提供システム

により集計

鉄道 按分法
エネルギーバランス表（資源エネルギー庁）記載の全国値

を人口で按分

廃棄物起源二酸化炭素 積み上げ法 廃棄物処理量及びプラスチック割合（市統計データ）

部 門 推計方法 基礎となるデータ、按分法等

メタン（ＣＨ４）

廃棄物部門 積み上げ法
下水処理量、し尿処理量、浄化槽（合併・単独）処理人口

（会津若松市資料、統計データ及び県「水洗化人口等の状況」）

農業部門 積み上げ法 生産量及び栽培面積データ（会津若松市統計データ）

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）

廃棄物部門 積み上げ法 メタンに同じ

農業部門 積み上げ法 メタンに同じ

３ガス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６） 按分法･積み上げ法
国の排出量を製造品出荷額、年間商品販売額及び世帯数で按分

算定・報告・公表制度データにより積み上げ

Ｄ



【ＢＡＵ推計にあたって参考とした人口、世帯数、生産量等の値】

Ｅについては、今後、国や県の温室効果ガス排出量削減対策が行われ、さらに追加

的に本市独自の対策が行われた場合について推計しました。

推計にあたっては、「対策導入量等の根拠資料(国立環境研究所ＡＩＭプロジェクト

チーム編)」を基に、110ページと同様の方法で算定しています。

Ⅰ 産業部門

（1）製造業及び建設業・鉱業

→年間のエネルギー使用量が一定程度を超える工場や事業所は、省エネ法により、

毎年「エネルギー消費原単位＊の１％以上の改善」が求められており、 を算出

する時点で、ある程度温室効果ガスが削減されるものとして算入されているため、

ここでは取り扱いません。

（2）農林水産業

Ⅱ 民生家庭部門
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参考
≪会津若松市の関連統計≫

Ｈ２年度
（1990）

Ｈ12年度
（2000）

Ｈ22年度
（2010）

Ｈ35年度
（2023）

Ｈ２～22
増加率

Ｈ22～35
増加率

人口（人） 136,336 135,415 126,220 107,681 -7.4 -14.7

世帯数（世帯） 43,596 47,638 47,891 44,880 9.9 -6.3

製造品出荷額等（億円） 3,639 3,214 2,365 － -35.2 －

卸・小売業年間販売額（億円） 5,461 4,801 3,138 2,983 -42.5 -4.9

卸売業年間販売額（億円） 3,819 2,965 1,520 － -60.2 －

小売業年間販売額（億円） 1,642 1,837 1,618 － -1.5 －

販売電力量（千kwh） 810,812 － 1,255,912 － 54.9 －

家計用自家用車台数（台） 39,698 62,109 68,581 64,269 72.8 -6.3

Ｅ →温室効果ガス対策が行われた後の排出量

各部門の削減対策と、その削減効果は次のとおりです。

Ｄ

対 策 削減効果 導入程度 推定（左記の理由）

農林水産業機器の省エネ化 0.8千トンＣＯ２ 中位 燃料費の高騰によりある程度対策が進む

農林水産業機器の省エネ利用 0.3千トンＣＯ２ 中位 〃

対 策 削減効果 導入程度 推定（左記の理由）

家庭用冷暖房機器の効率改善 3.2千トンＣＯ２ 高位
計画期間中に１回程度買い替えがあり、

その際に高効率化がされる

家庭用給湯機器の効率改善 9.8千トンＣＯ２ 高位 比較的安価な省エネ機器が普及する

家庭用照明機器の効率改善 5.2千トンＣＯ２ 高位 ＬＥＤ照明がかなり普及する

家電製品の効率改善 11.9千トンＣＯ２ 高位
計画期間中に１回程度買い替えがあり、

その際に高効率化がされる

ＨＥＭＳ及びスマートメーター

等の導入
6.5千トンＣＯ２ 高位

スマートコミュニティ事業により広く

普及する

住宅断熱化 0.5千トンＣＯ２ 低位
既存住宅の改修意欲は低いが、新築住

宅の省エネ効果に期待できる



Ⅲ 民生業務部門

（1）メタン

（2）一酸化二窒素
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対 策 削減効果 導入程度 推定（左記の理由）

業務用冷暖房機器の効率改善 2.5千トンＣＯ２ 低位 既存店舗で機器がある程度更新される

業務用給湯機器の効率改善 2.2千トンＣＯ２ 低位 〃

業務用照明機器の効率改善 9.4千トンＣＯ２ 中位 一定程度ＬＥＤ照明が普及する

業務部門動力他の効率改善 7.1千トンＣＯ２ 中位 燃料費等の高騰により普及が進む

ＢＥＭＳ及びスマートメーター

等の導入
5.2千トンＣＯ２ 中位

スマートコミュニティ事業により普及

する

建築物の断熱化 3.2千トンＣＯ２ 低位
既存店舗等の改修意欲は低いが、新築

建築物の効果が期待できる

対 策 削減効果 導入程度 推定（左記の理由）

燃費の改善 9.4千トンＣＯ２ 高位 低燃費車導入意欲が高い

エコドライブ 5.7千トンＣＯ２ 高位 取り組み意欲が高い

カーシェアリング 0.3千トンＣＯ２ 低位 自家用車率が高く、導入は望めない

バイオ燃料 1.3千トンＣＯ２ 低位 地域での供給体制の拡大が見込めない

鉄道の省エネ 0.5千トンＣＯ２ 高位 国等の対策が一定程度進む

Ⅳ 運輸部門

Ⅴ 廃棄物部門

対 策 削減効果 導入程度 推定（左記の理由）

バイオマスプラスチックの利用 0.3千トンＣＯ２ 高位 営業実績があり積極的に導入される

Ⅵ 農業部門

対 策 削減効果 導入程度 推定（左記の理由）

水田の中干し期間の延長 1.0千トンＣＯ２ 中位 全国の平均と同程度導入される

水田の有機物管理方法の変更 0.6千トンＣＯ２ 中位 〃

対 策 削減効果 導入程度 推定（左記の理由）

施肥量の削減 0.1千トンＣＯ２ 中位 全国の平均と同程度導入される

Ⅶ ３ガス

対 策 削減効果 導入程度 推定（左記の理由）

各種冷媒の変更等 6.4千トンＣＯ２ 高位 国の対策が進む

■Ⅰ～Ⅶの合計→９３.４千トンＣＯ２ － ＥＤ



本市では、再生可能エネルギー導入による削減量 と、温室効果ガス対策が行わ

れた後の排出量 を足しあわせ、「平成22年度と比較し、平成35年度の計画終了年

度までに２０％削減する（＝ ）」という目標値を設定しました。
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Ｆ →本市の温室効果ガス削減目標値

Ｂ
Ｅ

Ｆ

▲20％削減

＝ Ｆ



【資料10】新エネルギー等検討会議の開催概要

１ 会議設置の目的

第２期環境基本計画の策定にあたり、「新エネルギー供給目標値」や「温室効果ガス

削減目標値」「事業者の環境配慮指針」については、事業者の動向に依存する部分が大

きいことから、直接的に意見を集約・反映することで、より実効性のある計画とするこ

とが可能となります。

そのため、本市の電気、ガス、運輸等のエネルギー関連事業者に、学識経験者を加え

た「新エネルギー等検討会議」を開催し、本市の新エネルギー等の施策の方向性につい

て検討を行うことを目的とします。

２ 構成委員名簿

３ 開催月日･内容
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所属団体等 役職等 氏 名

座 長 いわき明星大学
科学技術学部

教授
東 之 弘

委 員 東北電力株式会社 会津若松支社 総務課長 伊 藤 博

委 員 若松ガス株式会社 執行役員 亀 岡 芳 雄

委 員 富士通セミコンダクター株式会社 会津若松工場 総務部長 佐 藤 彰 彦

委 員 株式会社グリーン発電会津 専務取締役 齋 藤 大 輔

委 員
会津若松市建設業組合

（東北�木株式会社代表取締役）
理事 小 野 太 成

委 員 株式会社リオン・ドールコーポレーション
開発部

マネージャー
田 下 和 憲

委 員 会津若松トラックセンター協同組合 代表理事 今 井 誠

委 員 会津若松商工会議所 事務局長 渡 部 耕 三

委 員 特定非営利活動法人 環境保全会議あいづ 理事長 佐々木 篤 信

※敬称略、委員順不同、団体名・役職名は会議開催時による。

回 開催日 内 容

第１回 ８月１日（木）

○講 演

会津若松市のスマートシティに向けた取り組み

（アクセンチュア㈱福島イノベーションセンター長 中村彰二朗氏）

○講 演

本市を取り巻く新エネルギーの動向

（いわき明星大学・東之弘教授）

○会津若松市域からの温室効果ガス排出量に関する説明

第２回 ８月27日（火）

○各社・団体の環境負荷低減に向けた取り組み状況の報告

○事業者の環境配慮指針に関する検討

○市が実施した事業者ヒアリングの報告

第３回 ９月27日（金）

○再生可能エネルギー導入目標値に関する検討

○温室効果ガス削減目標値に関する検討

○事業者の環境配慮指針に関する検討



４ 検討内容及び提言事項

（1）新エネルギー供給目標について

「会津若松市地域新エネルギービジョン」（平成15年３月策定）の総括及び第２期環

境基本計画における供給目標値について検討を行った。

（2）温室効果ガス削減目標について

第２期環境基本計画における温室効果ガス削減目標値について、その妥当性及び実

現可能性を含めて検討を行った。
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◆提言事項

○今後重点的な推進に取り組んでいく再生可能エネルギー

本市は猪苗代湖、阿賀川などの水資源に恵まれ、市内各所に用水路が流れ

ていることもあり、その有効活用が期待されること。

また、山林未利用材を活用したバイオマス発電所が立地し、周辺市町村と

の連携も含めて、木質資源の有効活用を図っていくべきであること。

さらには、年々設置件数が増加している太陽光発電や、背あぶり山周辺な

ど風況が良いと言われている場所での風力発電についても、今後の設置を加

速化させ、再生可能エネルギー比率を高めていくこと。

このようなことから、次の４つについて、重点的に推進することを提言する。

・小水力発電

・バイオマス発電・熱利用・燃料化

・太陽光発電

・風力発電

○平成35年度までの再生可能エネルギー供給目標値

上記のとおり、再生可能エネルギーの導入を積極的に推進し、本市の再生

可能エネルギーの比率について、次の目標値を目指していくことを提言する。

・一次エネルギー需要に占める再生可能エネルギー供給量の割合

平成22年度 ４１％ → 平成35年度 ６０％ を目指す

◆提言事項

○温室効果ガスの削減目標値

市民アンケートの結果から、省エネの取り組みや再生可能エネルギー設備

の導入について、市民に一定程度の意欲が見られることや、事業者についても、

大型設備の入れ替えのタイミングで、省エネ型機器に転換されていくことな

ど、温室効果ガスの削減に向けた取り組みが期待できるものとなっている。

これとあわせて、再生可能エネルギーの導入目標値として提言した、平成

３５年度の再生可能エネルギー比率「６０％」を目指して、市でもその推進

に積極的に取り組んでいくことや、スマートシティ会津若松を目指した取り

組みを進めていくことを勘案し、次の目標値を目指していくことを提言する。

・平成35年度までに平成22年度比で、温室効果ガス２０％削減を目指す



（3）「事業者の環境配慮指針」について

前計画において「事業者の役割」として規定していた項目を整理し、第２期環境基

本計画においては、事業者が取り組むべき「環境配慮指針」として示すものであり、

その内容について検討を行った。

（4）その他
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◆提言事項

○事業者の環境配慮指針について

・数値目標を設定することについても検討すること

・より取り組みやすいよう、チェックシート形式とすること

・分かりやすい指針とするよう、多すぎず、具体性を持たせたものとすること

・業種ごとに指針を分けることも検討すること

・市民や事業者への効果的な周知方法も検討すること

◆提言事項

○計画の目標値の設定について

・行政は概して目標値の設定に関しては慎重になるが、少し高い目標を設定

し、市民や事業者と行政とが、共に同じ目標を目指し協働していくのが、

本来のあるべき姿と考える。是非、高い目標を目指してほしい。

○今後の進行管理について

・この会議体を解散させずに、目標値が達成できたかどうかをチェックする

ような場、組織として存続させ、毎年報告会などを開くようにすることを

検討していくこと。



【資料11】会津若松市バイオマス活用推進計画（詳細）

１ バイオマス活用の現状と目標

（1）現在のバイオマス活用状況

会津若松市のバイオマス賦存量・利用量・利用率については、次のとおりです。

なお、本計画では、現状の利用率が低く、今後会津若松市が特に重点的に活用を進

めていく、生ごみ、下水汚泥、廃食用油、間伐材を対象とします。

バイオマス賦存量及び利用状況（平成22年度） （単位：ｔ／年）

（2）目標

目標年度に達成すべき利用量についての目標を定めました。目標年度の賦存量につ

いてはＢＡＵ推計値等から予測しました。

目標年度（平成35年度）のバイオマス賦存量及び利用目標値 （単位：ｔ／年）
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バイオマスの

種類
賦存量

炭素換算

賦存量
利用方法 利用量

炭素換算

利用量

利用率

（％）

生 ご み 8,868 392 堆肥化 2,354 104 27％

下水汚泥 4,626 444 堆肥化 1,048 101 23％

廃食用油 198 141 BDF化 51 37 26％

廃棄物系バイオマス

間 伐 材 2,837 632 0 0 0％

未利用バイオマス

バイオマスの

種類
賦存量

炭素換算

賦存量
利用方法 利用量

炭素換算

利用量

利用率

（％）

生 ご み 8,386 371 堆肥化 4,193 185 50％

下水汚泥 5,353 514 堆肥化 3,212 308 60％

廃食用油 166 119 BDF化 100 71 60％

廃棄物系バイオマス

間 伐 材 3,406 759 チップ化 681 152 20％

未利用バイオマス



２ バイオマス活用の取り組み方針

（1）生ごみの活用

家庭から出る生ごみは、一部が家庭用生ごみ処理機等によって堆肥化されています

が、大部分はごみ焼却施設において焼却処分されています。なお、事業所や学校給食

施設からの生ごみの一部は、民間事業者が回収して堆肥化しており、回収の割合は増

加傾向にあります。

今後も市で行っている生ごみ処理機等設置への補助を続け、各家庭での堆肥化を啓

発することにより、生ごみの利用を促進します。また、既存のごみ処理場の建て替え

の際に、生ごみを有効活用できる設備を導入できるよう、会津若松地方広域市町村圏

整備組合へ要望していきます。

（2）下水汚泥の活用

下水汚泥は、堆肥の原料として工場へ搬出されている他、下水浄化工場内において

堆肥化され無償配布されています。下水を処理する過程で発生する消化ガスについて

は設備の加湿や施設の冷暖房に使用されていますが、半分は利用できずに焼却処分し

ています。 下水道供用区域が拡大し、下水汚泥の発生量は増加すると見込まれていま

すが、場内における堆肥化や堆肥工場への搬出量の増加を図り、更なる下水汚泥の利

用を推進します。下水消化ガスについては消化ガス発電設備を導入し、省エネルギー化

を図ります。

（3）廃食用油の活用

市内のＮＰＯ法人において、ホテル・飲食店・病院等から回収した廃食用油や、集

団回収で各家庭から集められた廃食用油をバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）に精製して

います。バイオディーゼル燃料は市内循環バスやタクシーに使われているほか、公用

車などにも使われています。

今後は、廃食用油の回収量増加と

バイオディーゼル燃料の普及を目指

し、平成21年度から行っている「菜

の花プロジェクト」を推進します。

また、バイオディーゼル燃料の公

用車への更なる導入を検討し、需要

の増加を図ります。

（4）間伐材の活用

間伐材は、搬出路などの問題があり、ほとんどが林地内に放置されていましたが、

市では平成24年度から間伐材の搬出に対する支援を始めました。搬出された間伐材は、

燃料チップや合板に加工されており、市内の木質バイオマス発電施設においても使用

されています。

これからも間伐材の搬出支援を続けるとともに、新しい搬入先の模索を行い、間伐

材の活用を推進していきます。また、ペレットストーブ等の木質バイオマスを利用し

た暖房器具の公共施設への導入を検討し、市民や事業者への普及啓発を進め、木質バ

イオマスの利用拡大を図ります。
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３ 取り組み工程

計画期間のうち、中間評価（平成30年度）までの取り組み工程を以下に示します。
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利活用項目 H26 H27 H28 H29 H30

生ごみの活用

下水汚泥の活用

中間
評価

廃食用油の活用

間伐材の活用

・家庭用生ごみ処理機等の普及啓発

・生ごみ堆肥化の促進

・生ごみ活用設備の導入要望

・間伐材の新しい搬入先の確保

・ペレットストーブの公共施設への導入検討

・市民や事業者へのペレットストーブの普及啓発

・廃食用油の回収促進

・バイオディーゼル燃料の普及啓発

・バイオディーゼル燃料を燃料とする公用車の導入検討

・菜の花プロジェクトの推進

・堆肥化した汚泥の利用推進

・堆肥工場への搬出促進

・消化ガス発電設備の増設検討

消化ガス
発電設備
設置･稼働



【資料12】市民・事業者等の環境意識調査結果

１ 調査概要

２ 対象者の抽出方法

市 民：19歳以上の方から無作為抽出（郵送による発送／回収）

区 長：全区長（郵送による発送／回収）

児 童：市立小学校５年生と市立中学校２年生（各校１クラスを抽出）

保護者： 〃 の保護者

教 員：市立小学校、市立中学校の教員

事業者：会津若松商工会議所、あいづ商工会及び会津若松法人会へ配付依頼

（ウェブ及びファクシミリ等にて回答）

３ 調査の主旨

環境行政の基本となる環境基本計画の見直しを行うにあたり、市民の本市の環境に

関する現状認識や今後の環境保全等への意向、並びに福島第一原子力発電所の事故に

伴う放射線に関する不安等の把握を行うため、意識調査を実施しました。

４ その他

環境意識調査の各設問と回答は、次ページ以降のとおりです。なお、各設問につい

ては、本計画の策定にあたり、特に参考としたものを抜粋して掲載しました。

また、各設問の自由回答等についても、主だったものを抜粋して掲載しました。

122

対象 対象者数 回答者数 実施期間

市 民 １，０００名 ４１８名 平成24年８月27日～平成24年９月７日

区 長 ５０５名 ３０６名 平成24年８月31日～平成24年９月７日

児 童 生 徒 ７５２名 ６９４名 平成24年７月13日～平成24年７月20日

保 護 者 ７５２名 ６１６名 平成24年７月13日～平成24年７月20日

小学校教員 ５６３名 ４６５名 平成24年９月３日～平成24年９月19日

事 業 者 ３，６００社 １４４社 平成25年４月５日～平成25年４月30日

計 ７，１７２名 ２，６４３名

※全て無記名回答

※事業者の対象者数は、各経済団体へ配付依頼したため重複があります。



Ⅰ 環境について

【問１】市の環境について、４～５年前と比べてどのように感じていますか？最も近いものを１つ

選んでください。

※児童生徒用設問

市の環境（自然、町のながめ、公害など）について感じることで、最も近いものを１つ

選んでください。

【問２】（問１で「良くなっている」、「どちらかといえば良くなっている」と回答した方）

市の環境（自然、景観、公害など）について、４～５年前と比べてどのようなことが良く

なったと感じていますか？ 該当するものを３つまで選んでください。

～自由回答～

・あっと言う間にゴミの分別が行われるようになったこと。ただし、場所によっては、ごみ

を鳥に食いちぎられてしまっている所があります。

・湯川や大川は以前よりきれいになっているが、猪苗代湖は、まだきれいになっていない。
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《市の環境（自然、景観、公害など）》

�
�
�
�

回 答 市 民 区 長 児童生徒 計

良くなっている 7.4 9.2 12.5 10.3

どちらかといえば良くなっている 34.4 35.0 32.4 33.6

以前と変わらない 37.8 35.0 40.3 38.4

どちらかといえば悪くなっている 13.9 14.4 11.4 12.8

悪くなっている 5.3 4.6 2.4 3.7

無回答・無効 1.2 2.0 0.9 1.2

計 100.0 100.0 100.0 100.0

�
�
�
�

《調査結果から》

「良くなっている」・「どちらかといえば良くなっている」が43.9％、「悪くなっている」・

「どちらかといえば悪くなっている」が16.5％と、環境が改善したと感じている人の割

合が高いが、「以前と変わらない」と回答した人も約４割いた。

回 答 市民 区長 計

ごみ分別・リサイクル推進 64.6 77.8 70.3

簡易包装・マイバッグ・マイはし 52.6 39.3 46.8

古いまちなみの整備 41.7 40.0 41.0

ポイ捨ての減少 28.6 37.8 32.6

景観と調和した建物が増えた 27.4 21.5 24.8

公園や街路樹が増加 20.0 21.5 20.6

水環境がきれい 14.9 24.4 19.0

再生可能エネルギー 10.3 11.9 11.0

環境にやさしい商品 8.6 11.9 10.0

省エネルギー推進 9.1 9.6 9.4

公害が少ない 6.3 11.1 8.4

山林や水辺地 8.6 5.2 7.1

野鳥、動物、昆虫、植物が増加 5.1 3.7 4.5

その他（自由回答） 1.1 0.7 1.0

％

％



【問２-１】（問１で「良くなっている」、「どちらかといえば良くなっている」と回答した児童生徒）

あなたの家のまわりの環境で、良くなったと感じることを選んでください。いくつでも選

べます。

～自由回答～

・川がきれいになって、夏にはホタルが飛んでた。ホタルはきれいな川にしかいません。

・いろいろな施設などを大切に扱っている。
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《調査結果から》

「ごみ分別・リサイクル推進」が最も高く、次いで「簡易包装・マイバッグ・マイはし」、

「古いまちなみの整備」の順となっている。また、自由回答では、以前と比べると良く

はなっているものの、十分ではないとの記載がみられた。

回 答 児童生徒

買い物でマイバックを使うようになった 70.2

電気や水を節約するようになった 45.8

鶴ヶ城などの観光地がきれいになった 30.1

ごみ出しルールが守られるようになった 29.8

自然エネルギーを利用した建物をよく見るようになった 26.5

公園や道など、町の中がきれいになった 22.9

野鳥などの動物や昆虫が増えた 21.6

公害について聞かなくなった 19.0

ポイ捨て、犬などのフンの放置がなくなった 19.0

川や猪苗代湖がきれいになった 12.5

山や林がきれいになった 11.1

特に感じることはない 11.0

その他（自由回答） 1.2

《調査結果から》

「買い物でマイバッグを使うようになった」・「電気や水を節約するようになった」な

ど、身近な取り組みについての割合が高かった。

％



【問３】（問１で「どちらかといえば悪くなっている」、「悪くなっている」と回答した方）

市の環境（自然、景観、公害など）について、４～５年前と比べてどの様なことが悪くなっ

たと感じていますか？ 該当するものを３つまで選んでください。

～自由回答～

・道端や中央分離帯の雑草が伸び放題。お金をできるだけかけない方法を模索し、みんなで

町を大切にするイベントなどできれいにしたいものだ。

・河川周辺の木が多すぎてひどい。（森のようになっていて、鳥の害がある）

・河川に空ペットボトル、空弁当箱、その他のゴミなどが多く流れている。

【問３-１】（問１で「どちらかといえば悪くなっている」、｢悪くなっている｣と回答した児童生徒）

あなたの家のまわりの環境で、悪くなったと感じることを選んでください。いくつでも選

べます。
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回 答 市民 区長 計

ポイ捨て・マナーが悪い 60.0 63.8 61.6

水環境が汚い 52.5 46.6 50.0

山林や水辺地 27.5 41.4 33.3

野鳥、動物、昆虫、植物が減少 23.8 36.2 29.0

公害が発生 27.5 27.6 27.5

公園や街路樹が減少 33.8 13.8 25.4

景観と調和した建物が少ない 18.8 27.6 22.5

古いまちなみの整備 20.0 20.7 20.3

ごみ分別・リサイクル取り組みの遅れ 8.8 19.0 13.0

簡易包装・マイバッグ・マイはし 7.5 10.3 8.7

省エネルギーの取り組みの遅れ 6.3 8.6 7.2

その他（自由回答） 20.0 12.1 16.7

％

《調査結果から》

「ポイ捨て・マナーが悪い」が最も高く、次いで「水環境が汚い」、「山林や水辺地」

の順となっている。市民と区長を比較すると、「山林や水辺地」、「野鳥、動物、昆虫、

植物が減少」、「公園や街路樹の減少」、「ごみ分別・リサイクル取り組みの遅れ」につ

いて、それぞれ10ポイント以上の差がある。

回 答 児童生徒

ポイ捨て、犬などのフンの放置が増えた 39.6

川や猪苗代湖がきたなくなった 20.7

公園や道など、町の中がきたなくなった 18.9

野鳥などの動物、昆虫が減った 18.9

山や林がきたなくなった、森林が減った 14.6

ごみ出しルールが守られなくなった 13.0

公害についてよく聞くようになった 10.7

電気や水の節約はしていない 8.5

鶴ヶ城などの観光地がきたなくなった 3.3

買い物でマイバックを使わなくなった 3.0

特に感じることはない 29.8

その他（自由回答） 1.6

％



～自由回答～

・夜、工場の煙がくさいときがある。

・食べ物の食べかすとか、たくさん道路にごみが落ちてる。

【問４】資源やエネルギーの消費増大が地球環境問題の原因のひとつであるといわれており、省エ

ネルギーの取り組みや環境に配慮した商品（省エネ型家電、エコカーなど）なども流通して

います。

こうした環境等への配慮は、個人生活とのかかわりが大きく、また、経済的な負担を伴う

こともありますが、あなたの考えにもっとも近いものを１つ選んでください。

～自由回答～

・個人生活や経済活動に制限が生じないように（なるべく減らすように）、新エネや省エネな

どの研究に補助金などの支援をしてほしい。

・電気の需要を増やすようなエコカーは不要。

・環境配慮を考える前に、まずは生活のことを第一に考えてしまう。
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《調査結果から》

市民・区長の回答と同様に、「ポイ捨て、犬などのフンの放置が増えた」が最も高かっ

たが、「特に感じることはない」との回答も約３割あった。

《環境配慮と個人生活について》

回 答 市民 区長 計

個人生活・経済活動に支障のない範囲で行うべき 71.8 58.5 66.2

個人生活・経済活動に制限が生じても行うべき 19.4 29.7 23.8

制限が生じるなら行いたくない 1.2 2.3 1.7

わからない 4.5 3.9 4.3

その他（自由回答） 1.2 1.3 1.2

無回答 1.9 4.2 2.9

計 100.0 100.0 100.0

《調査結果から》

個人の生活・経済活動を優先し、環境等への配慮は、「支障のない範囲で行うべき」・

「制限が生じるなら行いたくない」と回答した人は67.9％となっており、環境等への配

慮は「制限が生じても行うべき」と回答した人（23.8％）を大きく上回っている。

％



【問５】あなたは、環境を良くするためにどのようなことを行っていますか？いくつでも選べます。

※「-」部分は未実施のため、網掛け部分は「市民」と「区長」のみの計。

～自由回答～

・自宅前の市道・歩道・法面の除草、草刈を実施（年数回）し、環境改善に努めています。

・ハイブリッドカーにした。

・学校教育の場で、もっともっと取り組むべき。
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《環境を良くするためにしていること･したいこと》

回 答 市民 区長 保護者 計

ゴミ出しルールを守る 87.6 90.8 80.5 85.1

簡易包装、マイバッグ、マイバスケット 76.3 62.7 74.2 72.2

節電・節水 69.9 67.3 64.6 66.9

ポイ捨てをしない、犬のフンを放置しない 69.1 66.0 65.4 66.7

リサイクルを心がける 59.8 63.7 56.7 59.3

アイドリングストップ・エコ運転 21.8 34.0 － 26.9

町・公園、地域の美化活動 18.7 50.0 12.0 22.8

省エネルギー型家電の利用 24.4 25.2 16.1 20.7

生ごみ処理機・コンポストの利用 11.2 16.3 － 13.4

水環境の保護 11.5 23.9 7.0 12.2

自然環境の保護 9.8 18.6 8.0 11.0

市のリサイクルコーナーの利用 9.1 7.8 － 8.6

動物、植物、昆虫などの保護 8.9 12.7 5.4 8.1

公共交通機関の利用 10.5 4.2 － 7.9

史跡・観光地の美化活動 6.5 14.1 3.2 6.7

再生可能エネルギーの利用 3.8 2.9 4.2 3.8

外食でのマイはし利用 1.0 2.0 0.5 1.0

特に何もしていない 1.2 0.7 1.1 1.0

その他（自由回答） 1.4 1.6 0.6 1.1

《調査結果から》

「ゴミ出しルールを守る」が約85％と最も高く、次いで「簡易包装、マイバッグ、

マイバスケット」、「節水・節電」の順となっており、「特に何もしていない」は１％と

なっている。また、「自然環境の保護」、「町・公園、地域の美化活動」など、地域社会

での取り組みについては、区長の割合が高くなっている。

％



【問５-１】あなたは、環境を良くするためにどのようなことをしていますか。いくつでも選べます。

～自由回答～

・いらなくなった服などを切ってぞうきんにしたり、手芸につかったりした。

・買った物を大切に長く使う。

【問６】あなたが、これからの環境を良くするために行ってみたいことは何ですか？いくつでも選

べます。
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回 答 児童･生徒

ごみを道ばたや川などに捨てない 74.8

水を出しっぱなしにしない 71.8

使っていない電気を消す 69.3

新聞、缶、ビンは分別してごみ出しする 58.2

花や生き物を大切にする 53.0

食べ残しをしないようにする 47.3

文房具などを最後まで大切に使う 45.4

エアコンは冷やし過ぎたり、あたため過ぎたりしない 40.2

広告の裏などをメモとして使う 35.4

地域の資源回収や清掃活動に参加する 21.5

特に何もしていない 4.2

その他（自由回答） 0.9

％

《調査結果から》

問５の市民・区長の回答と同様の傾向となっている。また、「特に何もしていない」

は4.2％となっている。

回 答 市民 区長 計

ゴミ出しルールを守る 64.4 72.2 67.7

節電・節水 62.7 63.7 63.1

リサイクルを心がける 55.7 65.7 59.9

簡易包装、マイバッグ 57.4 56.2 56.9

ポイ捨てをしない、犬のフンを放置しない 51.9 62.7 56.5

省エネルギー型家電の利用 39.0 34.3 37.0

町・公園、地域の美化活動 28.5 46.4 36.0

アイドリングストップ・エコ運転 31.3 42.2 35.9

水環境の保護 26.1 34.6 29.7

自然環境の保護 24.6 33.7 28.5

生ごみ処理機・コンポストの利用 17.0 23.5 19.8

史跡・観光地の美化活動 16.0 22.5 18.8

市のリサイクルコーナーの利用 18.2 13.7 16.3

動物、植物、昆虫などの保護 14.1 19.3 16.3

再生可能エネルギーの利用 15.8 16.0 15.9

公共交通機関の利用 16.0 13.1 14.8

外食でのマイはし利用 12.0 6.5 9.7

特にしたいことはない 1.9 1.0 1.5

その他（自由回答） 1.0 1.3 1.1

％



～自由回答～

・バスを利用したいと思っていてもあまりに便数が少なく不便。バスは大型でなく小型バス

の方が環境によい。

・自分ができることから、少しずつでもいいので取り組んでいきたいと思っています。

・環境家計簿をつける。

【問６-１】あなたは、環境を良くするためにどのようなことをしてみたいと思いますか。いくつで

も選べます。

※保護者用設問

あなたは、子どもに、環境を良くするためにどのようなことをさせたいですか。いくつ

でも選べます。

～自由回答～

・自分の地域の公園の掃除。

・太陽光などの自然エネルギーの活用を学びたい。

・電気の使用量を減らすためになるべく家族と一緒の部屋にいる。

・使わなくなったおもちゃを小さい子にあげる。着なくなった服をお下がりしてあげる。

・リサイクル出来る物はリサイクルして使うように心がけさせている。

・まずは日頃から、私達大人が手本を示すことによって「させたい」ではなく、「そうしたい」

へ変化すると思う。
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《調査結果から》

「ごみ出しルールを守る」が最も高く、次いで「節電・節水」、「リサイクルを心がけ

る」の順となっており、既に行っているものと同様の傾向となっている。また、「特に

したいことはない」は1.5％となっている。

�
�
�
�

�
�
�
�

《調査結果から》

「使っていない電気を消す」が最も高く、次いで「水を出しっぱなしにしない」、「ごみ

を道ばたや川などに捨てない」の順になっており、児童生徒よりも保護者の方が全体

的に高い割合となっている。また、「特に何もしたくない」と回答した児童生徒は6.2％

となっている。

回 答 児童生徒 保護者 計

使っていない電気を消す 37.5 85.4 60.0

水を出しっぱなしにしない 37.8 83.4 59.2

ごみを道ばたや川などに捨てない 36.0 79.1 56.3

食べ残しをしないようにする 37.5 68.8 52.2

文房具などを最後まで大切に使う 37.0 63.3 49.4

花や生き物を大切にする 37.8 61.4 48.9

新聞、缶、ビンは分別してごみ出しする 30.3 66.7 47.4

エアコンは冷やし過ぎたり、あたため過ぎたりしない 32.1 51.5 41.2

地域の資源回収や清掃活動に参加する 35.2 31.2 33.3

広告の裏などをメモとして使う 32.4 33.6 33.0

特に何もしたくない 6.2 0.5 3.5

その他（自由記入） 2.6 1.3 2.0

％



【問７】あなたは、地球環境に関して、特に問題だと思うものは何ですか？該当するものを２つまで

選んでください。

【問８】環境を良くするために、市役所に取り組んで欲しいことは何ですか？該当するものを３つ

まで選んでください。

～自由回答～

・市の職員が何を行っているのか見えない。実際働いている所を見せるべき。環境の大切さ

がわかっているのか疑問である。

・山間部においては、自宅でゴミを燃やしている家庭がまだまだあります。

・取り組みを行っている人や団体等を表彰するとかではなく、しっかりと支援してほしい。

・全般的にバランス良くやるべきではないですか。個別に選ぶなんて、おかしくはありませんか？
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《地球の環境問題》

回 答 市民 区長 計

地球の温暖化 71.3 71.9 71.5

放射能汚染 55.7 64.1 59.3

オゾン層の破壊 26.1 25.5 25.8

海洋の汚染 9.3 9.8 9.5

熱帯雨林の減少 5.7 10.1 7.6

野生動物の減少 6.5 7.5 6.9

砂漠化 5.7 7.5 6.5

酸性雨 3.1 3.6 3.3

該当なし 0.5 0.3 0.4

わからない 1.7 0.3 1.1

《調査結果から》

「地球の温暖化」が71.5％と最も高く、次いで「放射能汚染」、「オゾン層の破壊」の順

となっており、その他の項目は、市民・区長ともに比較的低い割合となっている。

項 目 市民 区長 児童生徒 保護者 事業所 合計

ポイ捨て･犬のフン放置などのマナーを向上する 35.6 35.9 39.6 40.3 31.3 38.0

公害の防止 25.4 32.0 38.8 29.5 32.6 32.2

山・公園の緑などの自然を守る 25.1 27.5 40.8 27.8 24.3 31.1

川・猪苗代湖の水をきれいにする 27.0 34.3 31.7 25.0 27.1 29.0

ごみを減らし、リサイクルを進める 18.9 30.1 28.0 22.6 19.4 24.4

自然エネルギーの利用を進める 22.5 23.5 17.4 30.2 18.1 22.9

まちなみを美しくする 23.9 21.2 21.2 23.4 21.5 22.4

地球温暖化を防止する 14.8 15.4 30.0 11.4 7.6 18.3

文化財の保護 20.8 18.3 13.3 15.1 27.8 16.9

省資源・省エネルギーを進める 12.2 14.4 12.7 15.6 11.1 13.5

市の環境についての情報を伝える 16.5 13.4 9.5 15.4 10.4 13.1

環境の大切さを教える学習会 7.4 10.8 11.1 10.2 6.9 9.8

野生生物の保護 5.0 3.3 20.5 4.7 2.8 9.5

環境を良くする取り組みへの表彰･支援 8.6 6.2 14.0 5.5 3.5 8.8

自然･野生動物とふれあう機会を増やす 3.1 2.0 16.6 3.7 4.2 7.5

その他（自由回答） 2.4 1.6 1.0 2.6 3.5 2.0

％

％

《市役所の環境への取り組み》



・木や林、森などを増やす。

・別になくてもいい工事をしない。環境から目をそらさないでほしい。

・次世代への教育の強化。

・国、県、市の行政で行っている支援制度を分かり易く一覧表、リスト化する。

【問９】あなたは、次の機器をお持ちですか？ いくつでも選べます。

【問１０】問９の機器をお持ちではない方にお伺いします。

購入していない理由は何ですか？いくつでも選べます。

131

《調査結果から》

「ポイ捨て・犬のフン放置などのマナーを向上する」が最も高く、次いで「公害の防

止」、「山・公園の緑などの自然を守る」の順となっている。児童・生徒では「野生生

物の保護」等の自然に関する項目が、事業所では「文化財の保護」が、他の対象者よ

り大幅に高かった。

《新エネルギー（再生可能エネルギー）、省エネルギー機器について》

回 答 市民 区長 保護者 教員 計

エコキュート 6.5 7.8 12.8 16.6 11.5

電気自動車、ハイブリッド自動車 4.3 8.8 7.1 13.3 8.4

住宅用太陽光発電システム 3.3 3.9 4.7 8.8 5.3

薪、木質ペレットを使って給湯、暖房を行う機器 0.7 2.9 2.1 3.0 2.2

住宅用太陽熱温水器 2.4 2.0 1.5 2.8 2.1

家庭用蓄電池 1.0 2.3 2.8 1.3 1.9

エネファーム 0.0 0.0 1.5 0.6 0.7

エコジョーズ 0.2 0.0 1.0 0.0 0.4

エコウィル 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4

わからない 4.1 0.7 3.6 3.2 3.1

持っていない 73.0 70.6 68.2 61.1 67.9

《調査結果から》

「エコキュート」が11.5％と最も高く、次いで「電気自動車、ハイブリット自動車」、

「住宅用太陽光発電システム」の順となっているが、「エコキュート」以外は10％以下

の割合となっており、「持っていない」も約７割を占めている。

回 答 市民 区長 保護者 教員 計

購入費用が高額だから 74.8 78.2 80.2 65.5 75.1

現在住んでいる家が古いから 28.5 24.5 23.3 20.8 24.2

設置する場所がないから 19.3 13.4 15.0 19.0 16.7

必要がないと思うから 12.5 13.0 5.0 11.6 9.8

設置する利点、効果を感じないと思うから 8.2 14.8 2.1 8.1 7.3

設置すると屋根など家が傷むから 5.9 8.8 1.9 5.3 4.9

取り扱い業者が不安だから 5.2 4.2 4.3 5.3 4.7

購入方法がわからないから 3.6 5.6 4.5 3.5 4.2

関心が無いから 3.6 3.7 1.9 2.8 2.9

その他（自由記入） 7.5 6.9 16.2 15.5 12.2

％

％



～自由回答～

・現在利用している機器がまだまだ使用可能なため。

・省エネルギー機器については意義があり興味があるが、新エネルギーは意味がわからない。

・借家なので、勝手に取付できない。

・購入費用を安くしないと推進されない。

・まだ不完全な製品・システムで、維持費など不明瞭な点も多いから。

・購入したいと思ってはいるが、いろいろ比較しながらと思うと、なかなか決断できないでいる。

・個人的には必要と思っても、家族の同意を得られないから。

・投資に対して、原価の回収ができないから。

・対応したいと思うが、その時間的余裕がないため。

【問１１】貴社がこれから新たに行いたいと考えている省エネルギー、節電の取り組みは何ですか。

該当するものを選んでください。いくつでも選べます。

～自由回答～

・薪の導入。

・未実施のものは、都度取り入れていく予定。

・現状の取り組みをレベルアップする。

132

《調査結果から》

「購入費用が高額だから」が75.1％と最も高く、機器の設置費用が大きな要因となっ

ている。なお、自由記入では、借家を理由とする回答が多かった。

《省エネルギー、省資源の取り組み（今後）》

回 答 事業所

LED電灯の導入 43.8

社員への啓発活動、教育 29.9

冷暖房の温度調節 27.8

省エネルギー型機器への入れ替え、導入 19.4

電灯の間引き・消灯による節電・自然光の取り入れ 18.8

ハイブリッド車の導入 18.1

再生紙・再生トナー等の利用 18.1

クールビズの採用 17.4

エコドライブの推進 15.3

ウォームビズの採用 11.1

就業時間のシフト、事業活動の見直し 11.1

受電設備の合理化、系統別電圧の適正化 10.4

省エネ診断の受診 10.4

物流システムの合理化 8.3

電気自動車の導入 7.6

ＢＥＭＳの導入 5.6

何も行っていない 4.9

プラグインハイブリッド車の導入 3.5

その他（自由記入） 4.2

《調査結果から》

「ＬＥＤ電灯の導入」が最も高く、次いで「社員への啓発活動、教育」、「冷暖房の温

度調節」の順となっており、初期費用が比較的安価なものが上位となっている。

％



【問１２】再生可能エネルギーによる発電等が注目されており、本市においても河東町工業団地で

７月から「木質バイオマス発電所」が運転を開始しています。

また、今後、背あぶり山にも風力発電所の建設が計画されています。

このような中で、市にあったほうが良いと思う再生可能エネルギーの活用施設・設備は何

ですか。当てはまる項目を選んでください。いくつでも選べます。

～自由回答～

・準公害になりそうなものでなければ、再生可能エネルギーはどんどん活用してほしい。

・各地域又は各集落に太陽光発電所があればと思う。

・省エネ及び環境にやさしい施設を（当該市にあるもの）、研究、設置してほしいと思います。

・温泉水発電（バイナリ―発電）、土湯温泉のように、東山や芦ノ牧温泉で積極的に取り組んで、

特色ある温泉として集客につなげたらどうか。

・風力発電や地熱発電での問題点もあると聞いている。いろいろな情報をもとに、効果的に利

用できればよいと思う。

【問１３】問１２で「必要だと思わない」と回答した方にお伺いします。

市に無いほうが良いと思う理由や、不安に思うことはありますか？いくつでも選べます。
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《市の再生可能エネルギーについて》

回 答 市民 区長 保護者 教員 計

風力発電所 47.4 53.6 43.3 41.1 45.4

太陽光発電所 36.8 40.8 48.5 49.5 44.8

冬の雪や氷を貯蔵して夏の冷房に利用 38.5 28.8 53.1 48.4 44.4

廃棄物・下水汚泥などを利用した発電や熱利用 41.9 54.6 40.7 43.9 44.2

地下の熱を利用した冷暖房や融雪 38.0 36.9 40.9 39.8 39.3

小水力発電所 24.9 44.1 16.4 20.9 24.2

地熱発電所 25.8 21.6 23.1 20.9 22.9

木質バイオマスによる発電や熱利用 22.5 37.3 17.9 19.4 22.6

わからない 7.2 2.3 7.3 4.3 5.7

必要だと思わない 1.0 2.9 0.6 0.6 1.1

その他（自由回答） 0.7 2.6 2.1 1.3 1.7

％

《調査結果から》

「風力発電所」が最も高く、次いで「太陽光発電所」、「冬の雪や氷を貯蔵して夏の冷房

に利用」の順となっている。また、「必要だと思わない」は1.1％となっており、ほと

んどの人は再生可能エネルギーが必要だと考えている。

回 答 市民 区長 保護者 教員 計

自然や野生動物の住む環境が破壊される 13.4 23.8 15.5 19.1 17.0

低周波や電磁波の影響が心配 9.3 17.3 11.7 17.2 13.0

利点、効果を感じない 7.9 14.7 8.5 9.5 9.6

技術が不安定 7.2 13.0 9.5 10.3 9.5

電気代が高くなる 6.2 8.2 8.0 6.1 7.1

特に不安に思うことはない 9.3 19.0 10.2 13.7 12.2

わからない 12.4 9.5 35.4 31.3 22.7

その他（自由回答） 3.6 3.9 4.7 3.4 4.0

％



～自由回答～

・どんな影響が生じるかわからないので、選べない。

・できれば、電気代が高くなる施設は無いほうが良いと思う。

・財政負担、管理維持費がどの程度になるか、シミュレーションし情報公開されたもので判断

したい。

・別のこと（教育・農業）に予算をまわしてほしい。

・雪や風などの有無で、常に一定の効果が得られるのかどうかわからないから。

【問１４】貴社が、今後導入したいと考えている再生可能エネルギー設備またはエネルギー高度利

用機器は何ですか？該当するものを選んでください。いくつでも選べます。

～自由回答～

・薪（間伐材）、残木等

・省エネ、クリーンエンジン車輌の入れ替え

・小水力発電

・どれが当社に合っている方法かが分からない。
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《調査結果から》

「自然や野生動物のすむ環境が破壊される」、「低周波や電磁波の影響が心配」の割合が

比較的高かったが、「わからない」が22.7％と最も高く、「特に不安に思うことはない」

は12.2％となった。

《再生可能エネルギー等への取り組み（今後）》

％

回 答 事業者

太陽光発電 31.3

太陽熱利用 7.6

風力発電 6.3

蓄電池 5.6

ペレットストーブ 4.2

雪氷熱利用 3.5

燃料電池 3.5

温度差熱、地中熱利用 2.8

廃棄物発電 2.8

バイオディーゼル燃料、消化ガス利用 2.8

廃棄物燃料製造 2.8

バイオマス発電 2.1

バイオマス熱利用 1.4

廃棄物熱利用 1.4

ガスコージェネレーション 1.4

行う予定はない 43.1

その他（自由記入） 6.9

《調査結果から》

「太陽光発電」は31.3％となっているが、その他の取り組みは10％以下に、また、「行う

予定はない」が43.1％と最も高くなっており、取り組みの難しさがうかがえる。



Ⅱ 放射線について

【問１】本市の放射線量について、どう感じていますか。最も近いものを１つ選んでください。

【問２】問１で不安と回答した方におたずねします。

あなたは、どのようなときに不安を感じますか。該当するものを選んでください。いくつ

でも選べます。

※回答欄の（ ）内は、児童生徒用の選択肢

～自由回答～

・子どもを外遊びさせる時、すごく神経を使います。

・県内では会津若松市は線量が低いのですが、将来を考えると不安は感じます。

・放射線の正確な値がわからない。正確な値を出してほしい。

・県外にいる子ども家族が帰って来ず、地産の食品の贈り物ができないし食べてもらえない。

・転校や大人になってからの就職について自分で考えている時。

・東京に行った時、福島に住んでいるというだけで白い目で見られた。

・個人としては気にしない方であるが、子供の成長に携わる立場としては、自分と同じレベ

ルで物事を考えることはできない。
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《放射線について感じること》

回 答 市民 区長 児童生徒 保護者 教員 計

とても不安 16.7 12.1 11.7 17.0 5.6 12.8

どちらかといえば不安 36.4 33.0 23.3 38.0 32.5 32.0

どちらかといえば気にしていない 30.6 40.2 36.0 28.2 38.9 34.3

全く気にしていない 5.5 7.8 24.9 4.4 8.8 11.5

無回答 10.8 6.9 4.0 12.3 14.2 9.4

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

《調査結果から》

「とても不安」と「どちらかといえば不安」の合計が44.8％、「どちらかといえば不安」

と「全く気にしていない」の合計が45.8％となっている。「とても不安」と「どちらかと

いえば不安」では、保護者の割合が最も高かった。

％

回 答 市民 区長 児童生徒 保護者 教員 計

放射線の影響などの情報を見たり聞い

たりしたとき
40.3 40.1 45.4 36.9 39.0 39.9

食料品を購入するとき、食事のとき

（食べ物を買ったり、食事をしたりするとき）
30.3 29.5 17.5 27.6 30.0 26.7

外出したり外で遊んだりしているとき 12.2 10.1 21.9 17.1 18.8 16.7

会津若松市で生活していること自体 13.0 13.5 9.8 14.4 7.3 11.9

その他（自由回答） 4.3 6.8 5.4 4.0 4.8 4.8

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

％

《調査結果から》

各対象とも共通して「放射線の影響などの情報を見たり聞いたりしたとき」が最も

高く、次いで「食料品を購入するとき、食事のとき」となっているが、児童生徒のみ

「外出したり外で遊んだりしているとき」が２番目となっている。



【問３】あなたは、放射線対策として、今後何をすべきと考えますか。該当するものを選んでくだ

さい。いくつでも選べます。

※回答欄の（ ）内は、児童生徒用の選択肢

～自由回答～

・本当に信頼できる情報の発信。

・質問や相談を受けたらすぐ解決できる部署を作って欲しい。

・継続的な数値の管理、健康への影響の有無の把握。

・放射線測定機を町内でも1台（市から）お借りしていて、自由貸出にしているが、町内の人は

誰も借りに来ないこと（慣れっこになったのか？）

・農作物など、安全なら安全、危険なら危険と教えてほしい。

・子どもたちが正しい知識を持てるようになる教育。

【問４】現在、貴社の事業活動に対する放射線の影響（風評被害を含む。）はありますか。該当する

ものを１つ選んでください。
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《放射線対策について》

回 答 市民 区長 児童生徒 保護者 教員 計

行政による健康管理対策

（行政による身体の中の放射線量の測定、

健康管理）

33.9 34.9 31.6 23.0 29.7 29.8

行政による情報提供

（行政が放射線のいろいろな情報を知ら

せる）

26.8 31.0 25.8 25.9 26.9 26.8

地域で協働して除染活動を行う

（町内会や保護者が放射線量を低くする

ようにする）

10.8 11.1 7.7 32.2 15.7 16.4

行政が市内全域を除染する

（行政が放射線量を低くするようにする）
16.7 11.3 28.5 9.4 17.3 17.5

個人が注意し、除染･健康管理等の対応

をする
7.6 6.1 － 5.3 6.4 4.6

何も行う必要はない

（何もしなくても良い）
1.9 2.3 4.8 1.9 2.3 2.8

その他（自由回答） 2.2 3.3 1.7 2.2 1.6 2.1

計 66.1 65.1 68.4 77.0 70.3 70.2

％

《調査結果から》

「行政による健康管理対策」が最も高く、次いで「行政による情報提供」となっている。

「地域で協働して除染活動を行う」では、保護者の割合が他と比べ大幅に高かった。

《事業活動への放射線の影響について》

回答 計

影響はない 38.2

影響はある 31.3

分からない 25.0

無回答 5.5

計 100.0

％

《調査結果から》

「影響はない」が最も高く、次いで「影響はある」

の順となっているが、「分からない」も25％あり、

調査時点では、影響の有無について判断するこ

とができなかった状況がうかがえる。



Ⅲ 自由記載
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・猪苗代湖の水質が悪化していることが残念です。子供の頃はよく遊んだのに。

・湯川の水がとても澄んできていて、きれいになったのを感じる。子どもたちを川遊びさせら

れるようになった。

・あちこちで見られる山の木の枯れ方が心配である。ここ数年の温暖化のせいか、秋の紅葉の

色が（茶色が多くて）汚い。

・予算がないのはわかるが、森林原野等も人の手入れが必要である。

・水、空気、土は決して汚れてはいけないし、会津が誇れるふるさとであってほしい。

自然について

・現在でも、野焼き（庭先でのゴミ焼き）などを行っている人がいる。どこに通報すればよい

のかわからない。

・工場に隣接しているため、工場から排出される煙で洗濯物ににおいが染み付いたり、窓を閉

めないと我慢できないときがあります。結局は住民が我慢することになるのでしょうか。

・家の辺りの側溝の水が流れている時と流れていない時があり（田んぼの都合で）、流れてい

ない時の臭いがひどい。

・事業所等が原因となるものは、設備等の努力によって低減されたと思います。一方で、個人

が原因となるものの比率は高くなったかもしれません。

公害について

・東日本大震災の後から節電、節水、節約などを行っていますが、日本各地の人にも節約など

を行ってもらいたい。

・家庭用蓄電池、電気自動車、ハイブリッド自動車などの購入にあたり、市から多くの補助が

出るといいと思います。すぐにでも購入したい。

・観光都市として発展していくためには、再生可能エネルギーを活用した自然と共生する形で

の発展が望ましいと思います。

・太陽光、風力、小水力、地熱発電等、効率を十分に検討した上で導入していくべきと考えます。

若松には適さないと判断した場合には、無理に行うことはないと思います。

・再生可能エネルギーについて国民の関心が高い今こそ、全国をリードするような取り組みが

できればよいと思います。

省エネ･再生可能エネルギーについて

・みんなは「若松は大丈夫」と言いますが、全然大丈夫だと思いません。もっと市民の声に耳

を傾け、すべての人が安心できるようにしてほしいです。

・ホットスポットは除染をしてもらいたい。

・学校で放射線についての話があったのは、事故後１回だけです。その時は専門の先生が来て

話をされましたが、もっと多くの情報や他の考えがあるのではないかと感じました。

・観光、農作物の風評被害がまだ続いています。行政民間共同で払拭しなければなりません。

・会津若松市の放射線量は十分に安全であると思う。

放射線について
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・市内各所にもっと木陰が欲しい。空き地等への樹木植栽を進めたらどうか。

・未だにゴミの集積場を路上に設置している地区が見られるが、景観上良くないので、早急に

施設を作るべきである。

・路肩に雑草が生え、見た目が悪い。道路に面している樹木の手入れもこまめにしてほしい。

・少ない予算で最大の効果が出るように工夫してほしい。色々なアイデアを市民から募ってみ

ても良いのではないか。

・個人の意見ではまとまらない。その地区や地域の人達と話し合ってまとめるべきである。

・自然豊かで美しい町だと思います。みんなでつくり上げてきたものなので、守っていく義務

を負っています。協力して未来の子ども達のために、自分にできることを続けていきたい。

・現在の自然環境はもちろんだが、未来を考えて欲しい。今の自分ではなく、子供たちのこと

を考え、良い投資を行ってほしい。

・環境を良くする活動は大変良いことだと思われる。しかし、これを進めるにあたり、やはり

市民の利益となるような取り組みをしないと、なかなか進まないように思われる。市や県が

後押しをして利益につながるように努めてほしい。

・市が取り組んでいることをもっと大きく伝えてほしい。

・環境教育の副読本（最新版）を小・中学校向けに発行していただきたい。

・エコバック運動が始まった当初、面倒くさいなと思いましたが、慣れてしまえば、どこに出

かけても（県外でも）エコバックを持参するようになり、少しは資源の節約に貢献している

ような気になります。

・市民は環境保護のために無償でボランティアとして参加しているのだから、市の職員は仕事

として行う以上、もっと成果を上げる努力をしてほしい。

・これだけの調査（人数、層）で市民の声を把握できるのだろうか。人数、層などを十分考慮

した調査をすべきであり、どうせやるなら中途半端にやるのではなく、きちんとした調査を

やるべきだと思う。集計その他、市職員だけで大変ならボランティアを要請すべき。協力者

は多いと思う。

・このようなアンケートを実施しても、回答してくれるのは一部の人だけだと思います。関心

のない人たちに、どのように働きかけるのかが課題だと思います。

・今の環境基本計画は、平成11年３月に策定され平成25年度が最終年度ということで15年にな

ります。長すぎると思いますので、計画の期間は５年か10年位にすることを望みます。

そ の 他



【資料13】市内事業者ヒアリングの概要

１ 事業者ヒアリングの目的

２ ヒアリング内容

３ 対象事業者

ヒアリング対象企業は、新エネルギー等検討会議委員が所属する事業者に加え、各

事業分野（エネルギー、産業、民生業務及び運輸）毎に、エネルギー使用量が比較的

大きいと考えられる事業者の中から依頼しました。
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・第２期環境基本計画の「事業者の環境配慮指針」を策定するにあたっての意見

聴取

・先進的な取り組み事例の情報収集

・再生可能エネルギーの導入数値目標及び施策の参考

・省エネルギーによる温室効果ガス削減目標及び施策の参考

・新エネルギー設備導入状況

・省エネルギー設備導入状況、省エネ行動への取り組み状況

・環境負荷低減の取り組みや社内体制

・新エネ導入・省エネ推進の課題

・エネルギーに関する今後の事業計画

（順不同・敬称略）

分 野 対象事業者

１

エ
ネ
ル
ギ
ー

電力 東北電力株式会社会津若松支社

２
ガス

若松ガス株式会社

３ 会津ガス株式会社

４

産
業
部
門

スマートコミュニティ 富士通セミコンダクターテクノロジ株式会社

５ バイオマス 株式会社グリーン発電会津

６ 三菱伸銅株式会社 若松製作所

７ 製造業 会津オリンパス株式会社

８ 株式会社三和化学研究所 ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ工園

９ 建設業 会津若松市建設業組合

10

民
生
業
務
部
門

小売･流通 株式会社リオン･ドールコーポレーション

11
病院

一般財団法人竹田健康財団（竹田綜合病院）

12 一般財団法人温知会

13
運輸部門

会津若松トラックセンター協同組合

14 会津乗合自動車株式会社

15 経済団体 会津若松商工会議所



４ 主なヒアリング結果

（1）新エネルギー設備導入または省エネルギー設備導入や省エネ行動についての取り

組み状況

（2）その他、環境負荷低減のための取り組み状況

（3）環境対策についての社内の推進体制

（4）新エネルギー導入・省エネ推進を行うにあたっての課題

（5）エネルギーに関する今後の事業計画
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・太陽光発電設備を導入している事業者が数社ある。未導入の事業者については、既存施

設のため屋根の荷重の問題や、投資回収困難との判断があるため。

・太陽光発電設備以外の新エネ設備については、導入が進んでいない。

・ＬＥＤ照明は、初期投資がかかり投資回収が困難との声あり。

ただし、ほぼ24時間使用する箇所については、投資回収可能との声もあり。

・省エネ設備については、初期投資の額と投資回収年数を検討し導入している。なお、投資

回収年数は３～５年を目安としている事業者が多数である。

・クール・ビズ及びウォーム・ビズについては、ほとんどの事業者が取り組んでいる。事

業内容によっては、取り組みが困難な事業者もある。

・エコドライブについては、必要性の認識はあるが取り組んでいない事業者が多かった。

特に、業務時のエコドライブについては費用節減に繋がることから、更なる啓発を行う

必要がある。

・地域の美化活動に積極的に取り組む事業者が数社ある。中には、周辺の道路清掃に長年

取り組んでいる事業者もある。

・ごみ減量化（特にリサイクル）に積極的である。中でも建設業界は、業界全体として取り

組みが顕著である。

・ＩＳＯ14001取得事業者のうち、大規模事業者は環境対策専任者がいる場合が多い。

・設備導入について、社内で検討システムや基準を持つ事業者あり。その事業者では、省エ

ネ設備等の導入進展が顕著である。

・初期投資回収までの年数により導入の可否を検討している。

・設備導入にあたっては、初期投資を回収できるか否かが特に重要である。

・コスト削減のため、省エネ等に取り組むとの声が多数。

・新エネルギーのうち、太陽光発電設備については、県の補助事業の要件であるため、取

り組む事業者が数社あった。

・省エネ法における特定事業者に該当する事業者については、達成状況はまちまちである。

・省エネ対応が進んでいる数社については、今後の省エネ対策に苦慮しているとの声があった。

・省エネ対策を行う人材の育成について、問題意識があった。



【資料14】市民ワークショップの概要

１ 目的

第２期環境基本計画の策定にあたり、現行の環境基本計画の振り返り、及び今後の

計画の方向性、課題を達成するための市民の役割や行動について、意見を聞くために実

施した。

２ 参加者

２８名（自薦、推薦、環境審議会委員等）

３ 実施内容
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開催日 内 容 検討テーマ

第１回
平成24年

10月11日（木）

現行の環境基本計画にある

基本目標とそれを達成するた

めの「５つの望ましい環境像」

についての総括

（市民の立場からできたこと・

できなかったことのまとめ）

「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

・公害の防止

放射線に関すること

第２回 10月25日（木）

「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

・多様な自然環境の保全・回復

「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」

・良好な景観の創造と保全

・自然景観、歴史的景観の保全

第３回 11月８日（木）

「資源循環型社会をめざして」

・省資源、省エネルギーの推進

・新エネルギーの利用推進

第１回～第３回までの総括

第４回 11月29日（木）
今後の環境目標（望ましい

将来の方向性）や市民の役割、

行動について検討

望ましい将来の方向性

環境目標

第５回 12月20日（木）
市民の役割

ワークショップ全体の総括
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第1～3回のまとめ

テーマ「人の健康を保護するまちをめざして」

自動車からの
排気ガスを
削減すること

△燃費向上を目指してエコドライブ

を心がけた

△環境と健康を考えて自転車を使用

した

▼自動車のほうが便利なので公共交通

を利用しなかった

できた

できなかった

まとめ

◎用途によって交通手段を使

い分ける

◎エコドライブで運転マナー

向上

◎節約が数値で見えるとやり

がいになる

野焼きやごみを
自家焼却
しないこと

△環境に悪いと思うから自家焼却は

してない

△市の補助で生ごみ処理機を購入した

▼機器の購入の機会を逃したから

生ごみを利用できなかった

▼稲わらが肥料になると聞いて焼却

してしまった

できた

できなかった

まとめ

◎自家焼却しない習慣を定着

させる

◎自家焼却を見かけたら通報

する

近所迷惑となる
生活騒音を
出さないこと

△お互いに気をつけているので生活

騒音はなくなった

▼仕事の関係で夜しか家事ができな

かった（洗濯機や掃除機）

▼工事の音が気になる

できた

できなかった

まとめ

◎自治会などでルールを決める

◎予定している工事は前もって

近所に伝えてもらう

テーマ「放射線に関すること」

気にしていない

△自分なりに線量を理解している

△気にすると活動が制限されてしまう

△健康被害がないことが科学的に断定

されている

△ここで生活する以上どうしようもない

不安に思う

▼子どもたちへの影響が心配

▼情報が多すぎて判断に迷う

▼市が除染を行わないから不安

▼風評被害で農産物が売れない

まとめ（今後必要なこと）

◎信頼できる、正しい情報の発信

◎市民レベルでの安全性のＰＲ

◎出前講座等市からのアピール

◎情報をやり取りできる

コミュニケーションの場の確保

◎除染方針の見直し
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テーマ「人と自然が健全に共生するまちをめざして」

生物（植物）の
乱獲･乱採取を
しないこと

△生態系を保存しなければならない

から貴重な植物は採取しない

▼インターネットで売買するために

採取する人たちがいる

できた

できなかった

まとめ

◎希少種の情報を市民にＰＲ

◎ウォークラリーなど学習の

機会を作る

◎学校教育の中に取り入れる

身近な場所を
緑化すること

△夏の冷房を抑えるために、緑のカー

テンを作っている

△野鳥や昆虫が訪れて楽しいので庭

の緑化をする

できた

まとめ

◎取り組みの情報を市民に伝

えたい

◎子どもの頃から取り組む

◎暑さ対策や心を和ませる等

緑化の良さを実感

川や猪苗代湖を
汚さないこと

△便利なので油は固めてごみに出し

ている

▼洗剤できれいになるので油を拭か

ずに流してしまう

できた

できなかった

まとめ

◎ルール・マナーの徹底

◎下水道への接続を勧める

◎一人一人が油を拭く

面倒くさがらない

テーマ「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」

ごみのポイ捨て･
犬ふんの放置を
しないこと

△犬ふん回収用の袋を持って散歩する

人が増えてきている

▼道徳心の欠如など、道路や川のごみ･

犬ふんはなくならない

できた

できなかった

まとめ

◎あいづっこ宣言を守る

◎１日１個、皆がごみを拾う

◎環境美化活動のＰＲ

◎監視の目が必要

壁などへの
落書きを
しないこと

まとめ

◎落書きがない状態を保つ

◎落書きしにくい環境を作る

（パトロールなど）

自然･歴史的景観と
調和した建物を
保全すること

△歴史的建物が紹介されるようになって

目にする機会が増えた

▼大きな看板が風景を台無しにして

いる

できた

できなかった

まとめ

◎市民自ら理解する取り組み

◎景観条例施行後よくなって

きている

◎個人では解決できない

△文化遺産や公衆トイレで落書きは

あまり見ない

▼すでに落書きがあると、同じように

落書きしてしまう

できた

できなかった
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テーマ「資源循環型の地域社会をめざして」

節電や節水を
すること

△省エネのため、家電製品の主電源

を切っている

▼家具に隠れたコンセントを抜くの

は難しい・面倒

できた

できなかった

まとめ

◎節電は手軽に取り組める

◎節水は自然の水の利用や

少量で済ませる心がけ

省エネ家電・
詰替商品を使用
すること

△安価・ごみが少なくて済むから

詰め替え型商品を使っている

▼使っている電球が切れないため

ＬＥＤ照明にできない

できた

できなかった

まとめ

◎買い替えのタイミング、価格、

補助がキーとなる

◎エコ商品の良さ、経済性を

もっと知らせていく

新エネルギーを
利用すること

△関心を持つ人が増えているから

太陽光発電を見かけるようになった

▼古い家はリフォームしづらかったり

高額のため、太陽光発電をつけら

れない

できた

できなかった

まとめ

◎正しい、嘘のない情報の公開

◎「省エネ」と「新エネ」は両輪

ごみを減らし
適正に処理
すること

△生ごみの堆肥化をしている

▼弁当購入者、独身者、高齢者は

レジ袋をもらう人が目立つ

できた

できなかった

まとめ

◎効果の見える化

◎意識の改革が必要

◎常にマイバッグ･バスケット

を持ち歩く



望ましい将来の方向性

空気、土、水を

汚さないまち

緑豊かなまち

水がきれいな

まち

皆で省エネを

実現するまち

ごみの出にくいまち

自然にリサイクル

してしまうまち
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第4回･第5回のまとめ

テーマ「環境目標（望ましい将来の方向性）と市民の役割」

■自分ができること
・徒歩、自転車での移動
・エコな商品の購入
・適切なごみの始末

■町内会での取り組み
・清掃、節水活動を行う
・食用油の回収
・野焼き、犬ふん放置はみんなで
注意する

市民の役割･行動

■自分ができること
・一家、一鉢（記念樹）活動
・貴重な植物を知り、乱採取しない
・食用油は拭いてから洗う

■町内会での取り組み
・公園を花でいっぱいにする
・廃油の回収
・川、側溝の清掃を行う

■自分ができること
・家族で一緒に省エネに取り組む
（一家団欒）
・おじいちゃん、おばあちゃんの
知恵で省エネ
（もったいないの精神）
・電化に頼らない生活
・ものを丁寧に使う
・厚着で寒さを乗り切る

■自分ができること
・ものを大切に使う
・使い捨て商品を極力購入しない
・修理して使う

■町内会での取り組み
・ごみの排出量を把握
・廃油リサイクルボックス設置
・リサイクルしたものを発表する
場、機会を設ける



【資料15】用語の解説

ＩＳＯ14001

（あいえすおーいちまんよんせんいち）

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。

本市では同規格を平成12年度に取得した。そ

の後、職員による環境配慮に対する取り組み

が十分に定着したことなどから、平成24年度

に規格を返上した。

会津若松市一般廃棄物処理基本計画

（ごみ処理基本計画）【後期計画】

「『もったいない』が息づくまちをめざして」

をスローガンに、ごみの減量やリサイクルの

推進についての基本方針や具体的な取り組み

について定めた計画。社会情勢の変化などを

考慮し、平成23年3月に策定された。計画期間

は平成23～27年度。

会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画

平成15年2月に本市における猪苗代湖の水

環境保全のための対策を具体的、体系的に示

す基本的な計画として策定。流域自治体の一

員として、会津若松市の役割をより明らかに

するとともに、さまざまな施策に取り組んで

いる。

会津若松市新エネルギービジョン

太陽熱や太陽光、風力などの新エネルギー

を活用した、クリーンで環境負荷の少ないま

ちづくりを目指し、その導入に向けた施策等

をまとめたもの。平成15年2月に策定された

「会津若松市地域新エネルギービジョン」を本

計画の策定に併せて改訂した。

会津若松市地球温暖化対策推進実行計画

本市が市役所の全ての事務事業から排出さ

れる温室効果ガスを削減するために策定した

計画（第一期計画は平成18年度に、第二期計

画は平成23年度に策定）。温室効果ガスの削減

目標や、削減に向けた取り組み事項などが記

載されている。

会津若松市長期総合計画

本市の行政運営の基本となる計画であり、

市の政策や個別の計画に一定の方向性を与え、

相互に整合性を確保するための最上位の計画。

平成18年度に策定された。

会津若松市の環境

環境基本計画にかかる各種事業の実績報告

書として、毎年１回発行される。市のホームペー

ジや庁舎、各市民センターなどで見ることが

できる。

会津若松市バイオマス活用推進計画

平成20年度に本市で策定された「バイオマ

スタウン構想」について、本計画の策定に併せ、

バイオマス活用推進基本法に基づいて改訂し

た計画。地球温暖化防止などを目的に、更な

るバイオマスの活用の推進を目指す。

赤井谷地沼野植物群落

（あかいやちしょうやしょくぶつぐんらく）

会津若松市湊町の猪苗代湖の西約1ｋｍに

位置し、標高525ｍの高層湿原である。寒地性

植物群落として、昭和3年に国の天然記念物に

指定された。ツルコケモモ、ホロムイイチゴ、

ホロムイソウ、ミカズキグサなど北方系の亜

寒帯植物が自生している。

一次エネルギー

薪･木炭･石炭･石油･天然ガス･水力など、

自然採取されたままの物質を源としたエネル

ギーのこと。電力やガソリンは一次エネルギー

を変換･加工して作られるため、二次エネルギー

と呼ばれる。

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）

亜酸化窒素とも言う。温室効果ガスの１つ

で寿命は約120年、温室効果は二酸化炭素の

約300倍。海洋や土壌から、あるいは窒素肥料

の使用や工業活動により放出されるが、主に

太陽の紫外線により分解されて消滅する。

一般環境大気測定局

大気汚染防止法に基づき都道府県知事が設

置する、住宅地などの一般的な生活空間にお

ける大気汚染の状況を常時監視するための測

定局。全国に約1,500局ほど設置されている。

猪苗代湖環境保全推進連絡会

平成13年2月に猪苗代湖岸の郡山市、猪苗

代町、本市が協力して猪苗代湖の環境･水質の

保全をしていくために設立した。
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主な活動としては、湖岸一斉クリーンアッ

プ作戦、ビーチクリーナーによる砂浜清掃、流

域の小学校（湊小･湖南小･翁島小）による子

ども交流会などがある。

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。無駄なアイドリングはやめる、発

進するときはゆっくりアクセルを踏むなど10

の実施項目があり、実践すると約10～20％の

燃料消費を抑えることができる。

62ページ参照。

エコファーマー

平成11年に制定された「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、「持続性の高い農業生産方式の導入に関す

る計画」を都道府県知事に提出して、当該導

入計画が適当であるという認定を受けた農業

者（認定農業者）の愛称名。エコファーマーは

環境に配慮し、農薬や化学肥料をできるだけ

使用しない生産活動を進める。

エネルギー起源二酸化炭素

自動車等の燃料であるガソリンや軽油、電

気や熱などのエネルギーを作るための化石燃

料などを燃やした時に排出される二酸化炭素

のこと。

エネルギー消費原単位

エネルギー使用量をエネルギー使用量の増

減と密接な関係を持つ値で割った値のこと。

数値が小さくなるほど合理的にエネルギーを

使用していることになる。

平成21年度に省エネ法が改正されたことに

より、年間のエネルギー使用量が一定規模（原

油換算1,500K��年）を超える施設は、「特定事

業者」に指定され、年平均1％以上のエネルギー

消費原単位の改善が求められることとなった。

本市については、市長部局及び教育委員会が

特定事業者に指定されている。

エネルギーの地産地消

エネルギー（電気）を自分たちが住む地域で

生み出し、自分たちの地域で消費するという

考え。

東日本大震災以降、化石燃料や原子力に代

わるエネルギーとして、再生可能エネルギー

が注目を集めており、太陽光やバイオマスな

ど地域の資源等を発電等に活用することが期

待されている。

地域内で電力を発電することにより、安定

的な電力の供給が可能となることから、災害

時にも停電のリスクが少ない持続可能な社会

づくりが可能となるほか、企業誘致等を含め

た産業振興にもつながるものと期待される。

ＭＰＮ（えむぴーえぬ）

大腸菌群数の計数方法のひとつ、最確数法

（ＭＰＮ法）により、試料の中にいる大腸菌群の

数の、最も確からしい数値を確率論的に推計

した値。

オゾン層

地球の大気中でオゾンの濃度が高い部分の

ところ。地表から20～25kmの高さのところが、

最も密度が濃くなる。オゾン層は太陽からの

有害な波長の紫外線の多くを吸収し、地上の

生物を保護する役割をしている。近年、大気中

に放出されたフロンなどの化学物質が原因と

なってオゾン層が破壊される現象が起きてお

り、南極や北極の上空ではオゾンの濃度が極

端に減少する�オゾンホール�が発生している。

汚泥消化ガス

主に下水処理場などで発生する汚泥（し尿

や食物のくず、水処理過程で増える微生物等

の固形物）を減量する過程で、嫌気性発酵（け

んきせいはっこう）により発生するガスのこと。

円筒形や卵型の密閉されたタンクに汚泥を

入れて38℃付近に加温すると、嫌気性（増殖に

酸素を必要としない）細菌により、有機物が分

解され60％程度のメタンを含むガスになる。

温室効果ガス

太陽からの日射エネルギーは、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。この放出された赤外

線の一部を吸収し温室効果をもたらす気体の

総称を、温室効果ガスと呼ぶ。温室効果ガス

の種類には、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素

などがある。近代以降、電力や化石燃料などの

エネルギーの使用により温室効果ガスが人為

的に排出されたことで、温室効果ガスが増大

し、これが地球温暖化問題の主な原因となっ

ている。
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温度差熱利用

河川水、地下水、海水等の水源や地中熱と

外気温との温度差を利用し、ヒートポンプや

熱交換器を活用し冷暖房のエネルギーとして

利用すること。工場からの排熱や地下鉄から

の排熱等の人工排熱も利用できる。

学校版環境マネジメントシステム

本市の環境政策の１つ。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

を目指す。次世代を担う子どもたちの、環境に

対する自発的な活動意欲の向上を図っている。

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。

家庭版環境マネジメントシステム

本市の環境政策の１つ。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、省エネなどの環境に

関する取り組みを行うものである。

簡易水道

人の飲用に適する水として供給する水道の

うち、給水人口が101人以上5,000人以下のもの。

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。

環境審議会

環境基本法第44条に基づき、その市町村の

環境の保全に関して、基本的事項を調査審議

させるなどのために設置される機関。

本市では、市長の委嘱により、（1）環境行政に

関心を持つ市民、（2）各種団体の代表者、（3）学識

経験者、（4）関係行政機関の職員のうち12人以内

で組織することが条例により定められている。

環境配慮指針

環境基本計画を有効なものとするために、

市民･事業者が、日常生活や事業活動の中で

行う、環境に配慮した行動を示したもの。

環境美化推進協議会

清潔で快適な生活環境の保全や整備、良好

なまちづくりに寄与することを目的として設

立された団体。清掃活動、廃棄物の減量化や

不用品の再資源化のための事業、環境美化推

進のための意識啓発などの事業を行っている。

環境フェスタ

平成５年度から本市で開催されている環境

イベント。市民の環境保全意識の高揚や、環

境保全に取り組む市民団体･企業間の交流を

図ることを目的とし、市民協働で開催されて

いる。

環境負荷

人の生活や事業活動などが環境に与える負

担のこと。環境基本法（1993）では、「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」と定義している。

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。

環境マネジメントシステム

（ＥＭＳ＝EnviromentalManagementSystem）

市役所や事業者などが、自主的に環境保全

に関する取り組みを進めるにあたり、環境に

関する方針や目標を自ら設定し、その達成に

向けて取り組んでいくことを「環境マネジメ

ント」といい、取り組みを進めるための体制･

手続き等の仕組みを「環境マネジメントシス

テム」という。

間伐材

森林の成長過程で、一本一本の樹木が適度

な間隔を保ち、太陽光が木の根本や地面まで
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十分に届く環境をつくるため、密集した木々

の一部を間引きする、間伐という作業におい

て発生する木材のこと。

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年に京都で

開催され（ＣＯＰ３）、その時に採択された国際

協定のこと。地球温暖化の原因となる二酸化

炭素などの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

定めており、2005年2月に発効した。

約束期間が2012年までであったため、2011

年に南アフリカで開催されたＣＯＰ17で、第2

約束期間（2013年～2020年）も京都議定書を

延長することが決まったが、日本は2013年以

降の不参加を表明している。

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」

という、いわゆるグリーン購入法が全面施行

となっている。

29ページ参照。

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。

グリーンニューディール基金

地球温暖化問題等の環境問題を解決するた

めには、地域の取り組みが不可欠であること

から、地方公共団体が地球温暖化対策推進法

に基づく「地方公共団体実行計画」や廃棄物処

理法に基づく「都道府県廃棄物処理計画」、「一

般廃棄物処理計画」などの計画の策定と取り

組みを推進するに当たり、国が行う財政支援。

景観協定

市民が景観形成のために定めた、建物の位

置･形態･色彩、敷地の緑化などのルール。市

から認定を受けた場合は、整備工事に対し助

成が受けられる。

下水道整備済み区域

下水道管が道路に敷設され、各家庭から汚

水管をつなぐと下水道が利用できる区域のこ

と。下水道供用開始区域とも呼ばれ、下水道

が使用可能になってから3年以内に下水道に

つなぐことが義務付けられている。

公園等緑化愛護会

快適で安心な緑あふれる公園や緑地を維持

していくことを目的として、近隣の町内会や

老人クラブ等が主体となって結成し、公園や

緑地の維持管理を行政と一体となって行おう

とする組織のこと。主な活動は清掃、花壇管

理、草･芝刈り、敷地内の巡視など。

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。眼を刺激する有害物質であり、光化学ス

モッグの原因となる。

光化学スモッグ

大気中の光化学オキシダント濃度が高まっ

て発生するスモッグのこと。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。

公共用水域

水質汚濁防止法によって定められている、

公共利用のための水域や水路のこと。河川、

湖沼、港湾、沿岸海域、かんがい用水路等、そ

の他公共で使われる水域や水路を指す。

耕作放棄地

以前は耕地であったが、過去１年以上作物

を栽培せず、さらにこの数年の間に再び耕作

する考えのない土地。就農者の高齢化や後継

者不足、農産物の価格低迷などによる農業経

営条件の悪化が主な要因とされている。

コジェネレーションシステム

「熱電併給」ともいう。ガスなどを用いて発
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電し、その際に発生する排熱を冷暖房や給湯

などに利用することにより、エネルギーを有

効活用する仕組みのこと。

個人積算線量計

個人が長期間携帯し、本人がその期間中に

被ばくした放射線量を測定する線量計。バッ

ヂ式と電子式があり、通常１ヶ月程度携帯し、

その積算線量から１年間の積算線量を推計す

る。原発作業者等はこの線量計で被ばく線量

を測定している。

固定発生源

騒音･振動や大気汚染等の発生源のうち、工

場や事業所など、発生場所が移動しない発生

源のこと。自動車や航空機など、発生場所が

移動する発生源は移動発生源という。

再生可能エネルギー

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど

エネルギー源として永続的に利用することが

できるエネルギーのこと。

33ページ参照。

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。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いるが、人

口の減少や高齢化により、荒廃が進んでいる。

52ページ参照。

３Ｒ（さんあーる）

「リデュース（Reduce）＝できるだけごみを

出さない」、「リユース（Reuse）＝使えるもの

はくり返し使う」、「リサイクル（Recycle）＝

ごみを再び資源として利用する」という３つ

の英語の頭文字を取った言葉。「リフューズ（R

efuse）＝不要なものは買わない」を加えて４

Ｒと呼ばれることもある。

12ページ参照。

酸性雨（酸性雪）

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

（雪）が酸性化したもので、通常はpHが5.6より

低い場合を言う。欧米では、森林被害や建物

の崩壊被害なども生じている。

ＣＯＤ（しーおーでぃー）

ChemicalOxygenDemand（化学的酸素要求

量）の略。海域や湖沼の水の汚れの度合いを

示す数値で、水中の有機物などの汚れを薬品

（酸化剤）で分解するときに使われる薬品中の

酸素の量をmg/�で表わしたもの。数値が高い

ほど水中の有機的な汚れが多い。

Ｓｖ（しーべると）

放射線が人の体に与える影響の強さを表す

単位。１シーベルトは1,000ミリシーベルト、

１ミリシーベルトは1,000マイクロシーベルト。

資源循環型社会

環境への負荷を減らすため、自然界から採

取する資源をできるだけ少なくし、それを有

効に使うことによって、廃棄されるものを最

小限に抑える社会。狭義には、廃棄物の発生を

抑制し、再使用･リサイクルを行い、廃棄量を

少なくし資源として循環利用する社会を指す。

自然景観指定緑地

正式には「会津若松市自然景観指定緑地」と

いう。市内に残されている、歴史的に重要な森

林や樹木、緑地等を自然景観指定緑地に指定

し、本市らしい良好な景観を守るため、これら

の保存や整備に取り組んでいる。

自然探勝（しぜんたんしょう）

従来は「優れた自然の風景地や名勝を訪ね

歩くこと」の意味で使われていた。現在は、自

然風景を鑑賞するばかりでなく「自然を科学

的な目で観察し、学ぶこと」という意味でも使

われる。

重金属

一般には鉄よりも比重の重い金属元素のこ

とを指す。20世紀に、水銀、カドミウム、銅な

どが公害病の原因となったことから、毒性の

ある金属というイメージが先行しがちだが、

亜鉛などのように体に必要な元素もある。

省エネ法

正式には「エネルギーの使用の合理化に関

する法律」といい、工場の機械や器具等の省エ

ネ化を進め、エネルギー（化石燃料）を効率的

に使用することを求めた法律。平成21年度に

内容が大幅に改正され、対象が業務･家庭部門

にまで広がった。
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常緑針葉樹（じょうりょくしんようじゅ）

年間を通して葉がついており、葉が針のよ

うに細長い樹木のこと。主にスギやヒノキなど。

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。

（例）太陽光エネルギー、風力、地熱、バイオマ

ス、燃料電池など。33ページ参照。

森林整備地域活動支援交付金

近年、林業生産活動の停滞や、所有者の高

齢化などで、森林整備が適切に行われないこ

とが問題となっていることから、計画的にか

つ適正な森林の整備を推進するため、森林の

歩道の整備や森林情報の収集活動等を実施す

る者に対して交付する支援金のこと。

スマートグリッド通信インタフェース事業

「スマートグリッド（＝次世代送電網）」とは、

電力の流れを供給側･需要側の両方から制御

し、最適化できる送電網の仕組みのことを指す。

市では、実証事業として、電力消費測定器（通

称スマートメーター）を家庭（100戸）へ設置す

るとともに、電気使用量のデータを収集･分析

し、家庭でもその情報を見ることができるよ

うにした。

スマートコミュニティ

環境配慮型都市とも呼ばれ、まち全体の電

力の有効利用や、再生可能エネルギーの活用

などを地域の防災対策、交通システムなど、あ

らゆる分野のインフラと複合的に組み合わせ

て、効率化された都市のこと。

本市では、再生可能エネルギー発電状況や

地域の電力需給状況の見える化や、電気自動

車を災害時の非常用電源として活用する仕組

みの構築といった取り組みを進めている。

スマートメーター

電力を計測するメーターの１つ（電力消費

測定器）。メーターに通信機能が備わっており、

電気会社と利用者の間で電力使用量などのデー

タをやり取りすることができ、より細かく電

力消費量を監視することができる。

生活環境保全推進員

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、徹底を図るために担

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た

めに、市から委嘱を受けた者。

清掃指導員

清掃思想（ごみの出し方、減量方法など）を

市民へ普及する意識啓発と、市の清掃行政が

円滑に進むように許可業者の指導、立入検査

を行う職員のこと。

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。

生物多様性の保全

地球上には多様な種･遺伝子･生態系が存在

しているが、人間活動によって失われつつあ

るため、これらを保全する活動のこと。（例:特

定外来生物の防除など。）

せせらぎスクール

環境省と国土交通省が毎年行っている全国

水生生物調査に参加する団体のことで、福島

県では「せせらぎスクール」と呼ぶ。福島県で

の延べ参加者数は、平成9年度から平成21年度

まで13年連続日本一であったが、福島第一原

発事故（平成23年）以降は活動を自粛している。

雪氷熱利用（せっぴょうねつりよう）

冬期の積雪や氷を貯蔵施設等で保存し、公

共施設やマンション等において夏期の冷房エ

ネルギー、また農作物の冷蔵エネルギーとし

て利用すること。

ゼロエミッション

エミッションとは排出物･廃棄物を指し、ゼ

ロエミッションとは「廃棄物ゼロ」という意味。

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。
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大気汚染物質

大気中に存在する有害な物質の総称。火山

灰や黄砂など、自然に発生する場合と、工場の

操業や自動車の排気ガスなど、私たちが社会

活動を行うことによって発生する場合がある。

太陽熱利用

屋根に設置した太陽熱温水器、ソーラーシ

ステムで温水を作り、給湯や暖房等の熱とし

て利用するシステム。太陽熱利用機器は、エネ

ルギー変換効率が高く、設備費用が比較的安

価で費用対効果の面でも有効とされる。

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。海水の熱膨張や氷河･氷

床の溶解による海面上昇、気候変動に伴って

生じる災害、食料不足等が危惧されている。

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年に採択された京都議定書におい

て、日本が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

ることを義務づけられたことを踏まえ、国や

自治体に温室効果ガスの削減に向けた実行計

画の策定、公表を義務づけ、地球温暖化対策

の推進を求めたもの。同法律では、国民に対し

ても、日常生活における温室効果ガスの抑制･

削減を求めている。

地熱バイナリー

一般に地熱発電は、温度が150℃以上の地

下からの蒸気でタービンを回して発電するが、

もっと温度の低い蒸気でも発電できるよう、

水より蒸発しやすい流体（例：ペンタン、沸点

36℃）を利用して発電するように工夫したも

の。水とペンタンの２つの流体を利用するこ

とから、「バイナリー」の言葉が名称に使われ

ている。採算性の発電を行う場合、現在の技

術では約90℃以上の源泉温度が必要になる。

中山間地

都市や平地以外の山間地や、その周辺の地

域等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が

不利な地域のこと。

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、ハイブリッド車、プラグインハイ

ブリッド車、クリーンディーゼル車、天然ガス

車、燃料電池車があげられる。

ｄＢ（でしべる）

音の大きさ（音圧）を表す単位で、数値が大

きいほど音が大きくなる。測定器で音の大き

さを測ると20デシベルごとに10倍の大きさに

なる。

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。

東北都市環境問題対策協議会

東北６県の市で構成する協議会。大気汚染･

水質汚濁･騒音･振動、その他環境問題に関す

る調査研究を行っている。

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る、またはそのおそれ

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。

都市型･生活型公害

自動車や近隣住民の騒音、生活雑排水によ

る河川の汚濁、地下水の汲み上げによる地盤

沈下など、まちの都市化や生活スタイルの変

化によって引き起こされる公害のこと。
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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。

二酸化窒素

石油、ガス等の燃料の燃焼に伴って発生す

るもので、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。

ノーカーデー

地方自治体や企業等で行われる、交通渋滞

緩和と大気汚染抑制を目的としたキャンペー

ンで、一定の月日･曜日･または期間について、

自家用車の利用自粛と公共交通機関の利用を

呼びかける。本市役所では、毎月最終週をマイ

ノーカーデーと定め、職員に公共交通機関の

利用や相乗り通勤を呼びかけている。

農業集落排水事業（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事業

（施設）のこと。

野焼き

ドラム缶や旧式の焼却炉など、基準を満た

していない焼却施設や田畑等の戸外で廃棄物

を焼却すること。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

辺の生活環境に与える影響がわずかである場

合は該当しない。

該当しない例として、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、

林業等を営むうえで止むを得ないもの（もみ

殻、稲わら､せん定した枝など、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､土手の雑草

の焼却、薪ストーブなど、廃棄物の処理が目的

でないものがあげられる。

パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）

半導体の製造過程で使用される物質。大気

中に放出されてもオゾン層を破壊する影響は

少ないが、強力な温室効果がある。

バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）

菜種油･ひまわり油などの生物由来の油や、

廃食用油から作られる軽油の代替燃料（ディー

ゼルエンジン用燃料）の総称。燃焼によってＣ

Ｏ２を排出しても、大気中のＣＯ２総量が増え

ないバイオディーゼル燃料は、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、二酸化

硫黄等がほとんど出ないという利点もある。

バイオマス

主に、再生可能な、生物由来の有機性エネ

ルギーや資源（化石燃料を除く）を指す。基本

的には草食動物の排泄物を含め1年から数十

年で再生産できる植物体を起源とするものを

指す。

バイオマスエネルギー

間伐材や稲わら、もみ殻、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。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の排

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。

バイオマスタウン構想

地球温暖化対策、さらには地域経済の活性

化のため、従来の化石燃料に替わり生物由来

の有機性資源である「バイオマス」を有効利用

してまちづくりを進めるための計画書。本市

では平成20年度に策定された。

バイオマス熱利用

バイオマス資源（生物由来の有機性資源）

を直接燃焼し発電した際の排熱を利用したり、

バイオマス資源を発酵させて発生したメタン

ガスを燃焼して利用すること。

153

【な行】 【は行】



バイオマス燃料

バイオマス資源（生物由来の有機性資源）

からつくる燃料で、ペレットなどの固体燃料、

バイオエタノールやＢＤＦなどの液体燃料、そ

してバイオガスなどの気体燃料がある。

廃棄物起源二酸化炭素

廃棄物を焼却することで生じる二酸化炭素。

廃棄物系バイオマス

日常生活や産業活動によって生じる副産物

や廃棄物を資源として活用したもので、生ご

み、下水汚泥、廃食用油などがある。

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）

従来、冷蔵庫等の冷媒として使われていた

フロンがオゾン層破壊の原因になると問題視

されたことから、それに代わるもの（代替フロ

ン）として普及してきた。大気中に放出されて

もオゾン層を破壊する影響は少ないが、強力

な温室効果ガスであるため、地球温暖化を促

進するといわれている。

花苗生産基地（はななえせいさんきち）

本市で進めている「花と緑のまちづくり」の

一環として「中町まちなか市民広場」に平成1

4年に開設された。市民自ら花苗を生産し、地

域の緑化を進めている。

磐梯朝日国立公園

国が指定し、保護･管理を行う公園で、出羽

三山から朝日連峰、飯豊連峰を経て、磐梯山、

吾妻山、猪苗代湖からなる日本で3番目に大き

な国立公園である。

ｐＨ（ぴーえいち）

水素イオン濃度指数のこと。水の酸性又は

アルカリ性を表す指標であり、pH７が中性、７

より大きいものがアルカリ性、７未満が酸性

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。

ＢＯＤ（びーおーでぃー）

BiochemicalOxygenDemand（生物化学的酸

素要求量）の略。河川などの水の汚れの度合

いを示す数値。水中の有機物などを微生物が

食べて（取り込み）、エネルギーに変えるとき

に使われる酸素量をmg/�で表したもの。数値

が高いほど、水中の有機的な汚れが多い。

ＰＤＣＡ（ぴーでぃーしーえー）サイクル

環境改善を進めていくための一連の流れ。

Plan（計画）→Do（実行）→Check（確認）→Action

（改善）を継続的に繰り返しながら、環境への

負荷の低減や、より良い環境を目指す。本来、

企業の業務向上（品質向上、経費削減）などの

ために用いられる管理手法。

ｐｐｍ（ぴーぴーえむ）

ppm（partspermillion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１�中に１c�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。

非飲用地下水調査

地下水の有機塩素化合物による水質汚濁の

状況を把握し、今後の水質保全等にいかすた

めに、昭和61年より市内90箇所以上の融雪用等

の非飲用地下水について調査･監視している。

微小粒子状物質（PM2.5）

大気中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2.5マイクロメー

トル（マイクロメートルは、1mmの1000分の１）

以下のものをいう。

福島県猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全推進

計画

平成14年3月に施行された「福島県猪苗代

湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する

条例」に基づき、同時期に策定された猪苗代

湖及び裏磐梯湖沼流域の水環境の保全の推進

に関る基本的な計画のこと。

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。冷蔵庫などの冷媒や電子部品の洗浄剤、

発泡剤等に使われている。大気中に放出され

ると、オゾン層を破壊し、また、強力な温室効

果ガスであることが明らかになったことから、

今日では様々な条約･法律によって使用する

のに大幅な制限がかけられている。
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分類１の取り組み

本市の環境マネジメントシステムでは、環

境改善を目指し、市役所の各種事業を分類１

～５に分けて進行管理しており、分類１はそ

の一つ。分類１に該当するのは、環境基本計

画に関連する事業で、「環境に良い影響を与え

る事業」が該当する。（例:ごみの減量化、環境

教室の開催、再生可能エネルギーの導入など）

ＨＥＭＳ（へむす）

HomeEnergyManagementSystemの略で家庭

用のエネルギー管理システムのこと。家庭内

の電気製品の運転を制御し、エネルギー消費

量の削減を図る。

31ページ参照。

ＢＥＭＳ（べむす）

BuildingEnergyManagementSystemの略で

ビルエネルギー管理システムのこと。ビルの

設備等の運転管理を制御し、エネルギー消費

量の削減を図る。

31ページ参照。

ペレットストーブ

木質ペレットを燃料として利用したストー

ブのこと。木質ペレットは間伐材などの不要

物などを原料としており、燃焼によってＣＯ２

を発生するが、木が生長する過程で光合成に

より大気中のＣＯ２を吸収するため、全体とし

ては大気中のＣＯ２を増加させず、地球温暖化

対策に貢献しているといわれる。

ポイ捨て･犬ふんマナー向上市民会議

本市では平成12年に、「会津若松市生活環

境の保全等に関する条例」において、ポイ捨て･

犬ふんの放置の禁止を定めたが、依然として

市民からの苦情が減少しないため、平成20年8

月に市や区長会、環境美化推進協議会など各

種団体と「ポイ捨て･犬ふんマナー向上市民会

議」を設立し、マナー向上に係る啓発活動や

美化活動を行っている。

放射線管理アドバイザー

正式には「会津若松市放射線管理アドバイ

ザー」。平成23年３月の福島第一原子力発電所

の事故以降、放射線に関する様々な指導と助言

をいただくため、市で委嘱した放射線の専門家。

ほ場整備事業

耕地や用排水路、農道の整備、土層の改良

などを実施することによって農作業等にかか

る労働効率の向上を図り、農村の環境条件を

整備すること。

水辺の楽校（みずべのがっこう）

国土交通省が文部科学省、環境省と連携し

て進めているプロジェクトで、水辺をフィー

ルドに、子どもたちが川に親しむ自然体験活

動を推進するもの。会津若松市では阿賀川が

登録されている。

緑の基本計画

正式には「会津若松市緑の基本計画」。市内

の自然環境の保全、緑地の整備、公共空間や民

有地の緑化など、緑に関する様々な施策を市

民と行政が一体となって展開するための総合

的な指針として、平成14年４月に策定された。

未利用間伐材

間伐材のうち、利用されずにそのまま林地

に放置されている木材。林野庁によれば、日本

全国で年に約2,000万�の未利用間伐材が発

生している。

未利用バイオマス

現状では有効に活用されていないバイオマ

スのこと。農作物の非食用部分である稲わら･

もみ殻などや、未利用間伐材などがある。

メタン（ＣＨ４）

１個の炭素原子に４個の水素原子が結合し

た分子。天然ガスの主成分である。メタンは強

力な温室効果ガスで二酸化炭素の21～72倍の

温室効果をもたらすといわれている。

面的汚濁

市街地や開発地、森林から、雨水や泥水が

河川に流れ出たり、水田や畑などで使用され

た肥料や農薬などが、河川に流れ出るなど、汚

染源が面的に分布し、排出源を特定しづらい

汚濁のこと。
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有害廃棄物の越境移動

有害廃棄物などが国境を越えて移動し、発

生国以外の国で処分されること。廃棄物の有

害性が高かったり、移動した先で適正に処分

されず、環境汚染につながる例も多い。現在は、

バーゼル条約により、有害廃棄物は発生国に

おいて処分することを原則としたうえで、や

むを得ず移動する場合は条約の規則に従って

適正に処分することを求めている。

有機塩素化合物

一般的に炭素と塩素が直接結合した有機化

合物のことをいい、水に溶けにくく、油に溶け

やすいため、動植物の体内に蓄積されやすい

特徴がある。主に金属･機械部品などの洗浄剤

やドライクリーニング用の洗浄剤として使用

されており、トリクロロエチレン、テトラクロ

ロエチレンなどがある。

遊休農地

耕作のために役立てられておらず、今後も

耕作しないと見込まれる農地。または、農業上

の利用状況がその周辺の地域と比べ、著しく

劣っている農地。

落葉広葉樹

生育に適さない季節になると全ての葉を落

とす樹木のこと。乾季の乾燥に応じて葉を落

とす例と、冬季の低温に対応して葉を落とす

例がある。ブナやミズナラ、カエデなど。

リサイクル（＝再循環）

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。リサイクルによっ

て、古紙がトイレットペーパーに、食用油が石

けんに再利用されるなどの例がある。

リスクコミュニケーション

有害物質などを扱う事業場で事故が起きた

場合や、突発的に自然災害等が発生したとき

のために、想定される被害や安全対策、協力

体制などについて事業者や専門家、住民、行

政等が話し合い、情報の共有化と意思疎通を

図ること。

リデュース（＝廃棄物の抑制）

ごみの発生を減らすこと。マイ箸やマイバッ

グの利用、詰め替え商品を購入するなど、資源

そのものの利用を抑えること。

リユース（＝再利用）

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、広告用紙の裏をメモ用紙

として利用するなども再利用の一つである。

リン

通常、酸素と結びついたリン酸という形で

存在し、化学肥料や農薬の原料として使われ

る例が多い。生体内では遺伝やエネルギー代

謝に欠かせない物質でもある。湖沼や海で水

中のリン酸が多いと、アオコなどの植物プラ

ンクトンが異常に増殖し、赤潮が発生するこ

とがある。

六フッ化硫黄（ＳＦ６）

1960年代から、電気および電子機器の絶縁

材などに広く使用されている化学物質。近年

需要量が増えている。

地球温暖化係数は二酸化炭素の24,000倍に

もなり、京都議定書で削減対象の温室効果ガ

スの１つとされた。
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