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№ 環境施策 実施課

１．人の健康を保護するまちをめざして

①　工場・事業場排出ガス対策の継続

1 1

環境保全協定締結 市民部 環境生活課

2 適正な施設の維持・管理を要請します。 再掲環境保全協定締結 市民部 環境生活課 再掲 再掲

3 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

②　自動車排出ガス対策の推進

4 2

低公害車の普及促進 市民部 環境生活課

3

電気自動車推進事業 市民部 環境生活課

5 4

建設部 道路建設課

6

公共交通機関の利用を促進します。

5

地域づくり課

6

6

公共交通機関の利用を促進します。

7

6

公共交通機関の利用を促進します。

8

鉄道路線の利用促進 地域づくり課

6

公共交通機関の利用を促進します。

9

総務部 人事課

③　有害化学物質による大気汚染の防止

7 10

市民部 廃棄物対策課

8 11

市民部 環境生活課

8 12

農政部 農政課

平成25年度の取り組み実績　（分類１環境基本計画に基づく事業）

目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

(

１)

大
気
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止

大気汚染に係る特定施設に対しては、必要に
応じて施設改善を要請します。

大気汚染に係る特定施設に対して
は、必要に応じて環境保全協定を
締結する。協定に基づき測定値を
報告させる。

新たな環境保全協定の締結はなかったが、
既存の保全協定締結施設から報告を受け、
基準を満たしていることを確認した。

大気汚染物質の削減を図るため、工場・事業
所等の固定発生源施設に対する燃料使用の効
率化やクリーンエネルギーへの転換を要請し
ます。

事業所ISOの普及啓発

天然ガス自動車やハイブリッドカーなどの低
公害車の普及を促進します。

○公用車の更新の際は低公害・低
燃費車とするよう引き続き呼びか
ける。
〇電気自動車を導入する。

○市役所の公用車の更新にあたって、低公
害車の導入を呼びかけた。
○電気自動車を4台導入した。

電気自動車４台、急速充電器１基
、普通充電器２基、Ｖ２Ｈシステ
ム２基を導入し、地域全体の普及
促進に向けて、電気自動車の有効
性の周知や環境意識の啓発に活用
する。

急速充電池１基を設置し、市民に活用いた
だくことで、電気自動車の普及促進を図る
とともに、市役所庁舎に普通充電器２基、V
２Hシステム２基を導入し、電気自動車の有
効性の周知と環境意識の啓発に努めた。　

国道118号バイパス（西部幹線）などの幹線道
路網の整備や道路案内標識により、円滑な交
通の確保を促進します。

幹線道路の整備、道
路案内標識の整備

○市道幹Ⅰ-32号線繰越工事の完成
を図る。市道幹Ⅰ-26号線、市道幹
Ⅰ-32号線、市道幹Ⅱ-21号線の整
備を予定。

市道幹Ⅰ-32号線H24繰越の完成
（L=843m、W=9.75m、下層路盤工C-40 
t=20cm、A=5,840㎡、排水工L=249m、用水工
L=1,159m、横断暗渠工L=38m、横断開渠工
L=20m）市道幹Ⅰ-32号線
（L=1,436.8m、W=9.75m、表層工（再生密粒
度As20F t=5cm、A=10,654.8㎡、境界杭設置
N=28本、境界プレート設置N=2枚）市道幹Ⅰ
-26号線（実施せず）市道幹Ⅱ-21号線（掘
削V=3,204.4㎥、残土運搬V=3,204.4㎥、転
石破砕V=270.7㎥）

公共交通機関の利用
促進

企画政
策部

○県や関係市町村及び庁内関係課
と連携して、効率的かつ効果的な
生活路線バスの運行を確保すると
ともに、利用促進事業に取り組む
。

○国、県、関係市町村と連携して生活路線
バスの運行を確保するとともに、会津若松
市地域公共交通会議を通じ、交通事業者と
連携しながら利用促進に取り組んだ。

コミュニティバスの
利用促進

企画政
策部

北会津支所ま
ちづくり推進
課

○会津若松市地域公共交通総合連
携計画に位置づけた事業の着実な
推進を通して利用促進を図る。

○地域イベントとの連携やコミュニティバ
ス絵画コンクールの実施により、巡回バス
のＰＲと利用促進を図った。
※平成25年度巡回バス利用実績　27,475人

コミュニティバスの
利用促進

企画政
策部

河東支所まち
づくり推進課

○会津若松市地域公共交通総合連
携計画に位置づけた事業の着実な
推進を通して利用促進を図る。

○地域イベントとの連携やコミュニティバ
ス絵画コンクール・フォトコンテストの実
施、また、市ホームページやリーフレット
による情報発信により、利用促進を図った
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※平成25年度バス利用実績:21,026人(前年
度比111.33%)　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

企画政
策部

○会津鉄道、野岩鉄道ともに施設
修繕等への支援を行うととともに
、会津・野岩鉄道利用促進協議会
を通じ利用促進事業に取り組む。

○会津鉄道、野岩鉄道ともに施設修繕等へ
の支援を行うととともに、会津・野岩鉄道
利用促進協議会を通じ利用促進事業に取り
組んだ。

マイ・ノーカーデー
事業

○ノーカーデー（毎月第四水曜日
の属する週を「マイ・ノーカーデ
ー週間」とし、マイカーによる通
勤を自粛）の継続実施

平成25年度の参加率は17.9%であり、前年度
より2.3ポイント上昇した。

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

焼却施設のダイオキ
シン類対策

○小動物処理焼却炉のダイオキシ
ン類排出測定の実施

排ガス　0.088ng―TEQ／m3N（基準値10.0）
焼却灰　0.000000060ng―TEQ/g（基準値
3.0）
※ともに環境基準値以下

ダイオキシン類が発生しやすい塩化ビニール
製品などの使用自粛や、野焼きの禁止の徹底
を図ります。

野焼き禁止の周知と
パトロールの実施

〇市政だより、FM等による周知
〇苦情申立への対応

○苦情申立があった箇所の現地調査を行い
、野焼き禁止の周知・指導等を行った。(苦
情対応件数5件）
○籾殻・稲わらの野焼きについても、近隣
住民の生活環境に対して悪影響を及ぼすお
それがあることから、農家に対して自粛を
依頼した。

ダイオキシン類が発生しやすい塩化ビニール
製品などの使用自粛や、野焼きの禁止の徹底
を図ります。

農業用使用済プラス
チック適正処理事業

○ビニールハウスやマルチ等の農
業用の使用済みプラスチックの回
収及びリサイクル処理を実施する
。

年２回、ビニールハウスやマルチ等の農業
用の使用済みプラスチックの回収及びリサ
イクル処理を実施した。

（
４
）
自
然
と
触
れ
合
え
る
場
の
確
保

（
１
）
大
気
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止

（
２
） 

水
質
汚
濁
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止

（
３
） 

土
壌
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止

（
４
） 

都
市
型
及
び
生
活
型
公
害
の
防
止

（
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

（
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
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

8 13

市民部 廃棄物対策課

9 再掲環境保全協定締結 市民部 環境生活課 再掲 再掲

10 14

情報収集の実施 市民部 環境生活課

15

環境放射線調査事業 市民部 環境生活課

16

総務部 総務課 継続実施する。

17

農政部 農林課

なし なし

18

建設部 花と緑の課

19

建設部 下水道課

20

教育総務課

21

学校教育課

11 22

市民部 環境生活課

11 23

市民部 廃棄物対策課

①　工場・事業場排水対策の継続

12 24

市民部 環境生活課

13 再掲環境保全協定締結 市民部 環境生活課 再掲 再掲

②　水道水源の水質保全の推進

14 25

東山ダム周辺清掃 水道部 施設課

15 26

建設部 下水道課

16 27

建設部 下水道課

ダイオキシ類が発生しやすい塩化ビニール製
品などの使用自粛や、野焼きの禁止の徹底を
図ります。

プラスチック系家庭
ごみ・資源物の分別
排出の徹底

○清掃指導員による排出指導の実
施
○「家庭ごみの正しい分け方・出
し方（カレンダーに付属）」の全
戸配付、市ホームページへの掲載
○収集頻度は前年度と同様

○清掃指導員による排出指導の実施
○「家庭ごみの正しい分け方・出し方（カ
レンダーに付属）」の全戸配付、市ホーム
ページへの掲載
○プラスチック製容器包装収集量　823ｔ
○ペットボトル収集量　　　　　　372ｔ

有機塩素化合物などの有害化学物質の適正な
保管・管理・処分を指導・監視します。
情報収集や調査研究に努め、国や県、近隣市
町村との協力体制を推進します。

○公害関係測定調査結果（県）、
環境白書（国・県）等の情報収集

○主に大気汚染、水質汚濁といった典型7大
公害に関して、関係機関から測定結果等の
情報収集を実施した。

今年度も引き続き、放射線調査を
実施し公表するとともに、ホーム
ページ等で放射線の正しい知識の
普及に努める。

毎月の放射線測定のほか、春と秋に集落ご
とに放射線詳細調査を実施し、ホームペー
ジや市政だより等で公表した。また、市の
放射線管理アドバイザーによる講演会の実
施や放射線Ｑ＆Ａをホームページへ掲載し
た。

庁舎敷地内の放射線
量測定

空間放射線量測定を例月実施した。どの測
定ポイントにおいても、健康に影響のある
値は見られなかった。

林産物関係モニタリ
ング調査用務

都市公園環境放射線
量測定事業

○継続実施
継続して年３回程度、測定と公表
を行う。

○継続実施
都市公園73箇所について、4月、8月、11月
の３回測定を行い、ホームページにて公表
した。

下水浄化工場周辺地
域の環境放射線量の
測定

○引き続き周辺地域の環境放射線
量の測定とホームページ上での公
表を行う。但し、測定回数につい
ては毎週から隔週に変更する。

○引き続き周辺地域の環境放射線量の測定
を隔週に実施し、ホームページ上での公表
を行った。

学校維持管理事業（
学校敷地内土壌改良
）

教育委
員会

放射線量が高いところ（ホットス
ポット）の土砂の除去等を行う。
※0.6ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ以上の数値が
出た場合に対応

謹教小学校、荒舘小学校、河東学園小学校
、城北小学校、第一中学校で実施　

学校敷地内放射線量
測定

教育委
員会

地域の特性や校地の状況に基づい
て測定・公表を継続していくとと
もに、特にホットスポットの状況
を確認し、関係機関との連携を図
りながら対処していく。

　各学校・幼稚園に放射線量測定器を貸与
し、校庭や側溝、砂場など定期的に測定、
報告をしてもらった。ほとんどが基準値以
下で推移したが、城北小、謹教小、荒舘小
、河東学園小、一中で基準値を超えている
箇所があり、教育総務課、環境生活課と連
携し、土砂の埋め立てを行い、低減化に努
めた。

集積した情報等を市民に公開し、環境保全意
識の啓発に努めます。

「会津若松市の環境
」の発行等による情
報提供

平成24年度版を発行後、下記に配
布・設置・広報し情報提供に努め
る。
〇各地区区長、環境美化推進協議
会、小中学校等へ配付
〇支所や公民館に設置
○市政だより、市のホームページ
に掲載

平成26年1月に、平成24年度版を発行。庁内
をはじめ、県内各市、各地区区長、環境美
化推進協議会、小中学校等へ配布し、支所
や公民館に設置を依頼。このほか、市のホ
ームページにも掲載し、希望者に対しては
冊子を配布した。

集積した情報等を市民に公開し、環境保全意
識の啓発に努めます。

市民への情報提供・
意識の啓蒙

○「ごみ・資源物排出カレンダー
」作成・配付　　　　
○市政だより、ホームページ、FM
あいづによる市民への情報提供の
実施　

○「ごみ・資源物排出カレンダー」作成・
配付　　
○市政だより、ホームページ、FMあいづに
よる市民への情報提供の実施
○ホームページ上で実践事例や優良事例を
紹介する「エコまつが行く」を連載開始　

（
２
）
水
質
汚
濁
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止

河川等の水質検査を継続的に実施し、排水基
準の遵守を促進します。

公共用水域水質調査
事業

継続して市内主要河川及び猪苗代
湖流域で水質調査を実施する。
○調査結果は市政だより等で公表
し、市民の意識啓発に努める。

市内主要河川及び猪苗代湖流域で年間6回の
水質調査を実施し、市政だより等で公表し
て、水質保全の啓発を行った。

富栄養化物質の窒素・リンの排出の削減策を
講じていきます。

国や他の地方公共団体との連携を図り、水道
水源の水質保全に努めます。

○ゴミの不法投棄対応として東山
ダム周辺の清掃の実施（６月の水
道週間）　
○東山ダム周辺や湯川上流のパト
ロールを水源原水採水時に実施

○ゴミの不法投棄対応として東山ダム周辺
の清掃の実施（６月の水道週間）
○東山ダム周辺や湯川上流のパトロールを
水源原水採水時に実施

水質汚濁を防止するため、汚水処理施設の設
置を推進します。

公共下水道事業
農業集落排水事業
個別生活排水事業
浄化槽設置整備事業

○公共下水道事業、農業集落排水
事業等による処理区域の拡大。
○公共下水道事業
  30工区　Ｌ＝7,663m
○農業集落排水業
 　5工区　Ｌ＝1,705m
○個別生活排水事業　 65基
○浄化槽設置整備事業 40基

○公共下水道事業、農業集落排水事業等に
よる処理区域の拡大。
○公共下水道事業
  32工区　Ｌ＝6,700m
○農業集落排水業
 　4工区　Ｌ＝1,566m
○個別生活排水事業　 48基
○浄化槽設置整備事業 43基

猪苗代湖へ放流する汚水処理施設において、
窒素、リンの高度処理に努めます。

農業集落排水事業
個別生活排水事業
(高度処理）

○農業集落排水事業の接続促進
○個別生活排水事業の整備促進
　湊地区 6基

○農業集落排水事業の接続促進
○個別生活排水事業の整備促進
　湊地区 6基
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

17 28

市民部 環境生活課

17 29

農政部 農政課

18

飲料水の安全管理に努めます。

30

飲用地下水調査 健康増進課

31

健康増進課

32

水道部 施設課

18

飲料水の安全管理に努めます。

33

水道水質調査 水道部 施設課

①　化学物質の適正管理と廃棄物の適正処理

19 再掲

環境保全協定締結 市民部 環境生活課

20 34

廃棄物の適正処理 市民部 廃棄物対策課

35

市民部 廃棄物対策課

36
建設部 下水道課

37
水道部 施設課

38

浄水発生土の保管 水道部 施設課

20 再掲 農政部 農政課 再掲 再掲

21

地下水の調査を継続して実施します。

再掲

飲用地下水調査 健康増進課

21

地下水の調査を継続して実施します。

39

市民部 環境生活課

会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画に基
づき、猪苗代湖の水環境保全の取り組みを強
化します。

猪苗代湖環境保全推
進事業

今年度も継続して事業を行う
○猪苗代湖・裏磐梯水環境保全対
策推進協議会及び猪苗代湖環境保
全推進連絡会における実践・啓発
活動を行う。
○猪苗代湖の一斉清掃を実施する
。
○会津若松市猪苗代湖水環境保全
計画関係課長会議により進行管理
を行う。

○猪苗代湖・裏磐梯水環境保全対策推進協
議会及び猪苗代湖環境保全推進連絡会にお
ける実践・啓発活動を実施した。
○8月4日に猪苗代湖クリーンアップ及び水
環境講座を実施した。
○会津若松市猪苗代湖水環境保全計画関係
課長会議により進行管理を行った。

会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画に基
づき、猪苗代湖の水環境保全の取り組みを強
化します。

環境保全型農業直接
支援事業

○「水環境にやさしい米づくり」
チラシ配布する。

「銘柄米生産情報」に猪苗代湖へ稲わら等
有機質の流入削減を抑え、水環境に配慮し
た農業を推進した。

健康福
祉部

○飲用地下水で汚染の可能性があ
る地区を重点地域とし、３地区（
５地点）において年1回水質検査〔
有機塩素化合物、油脂類等〕を実
施する。
○調査項目
　旧会津若松地区：
　ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1.1.1-
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
　旧河東地区：PH、味、臭気、色
度、濁度、
　塩化物イオン、一般細菌大腸菌
、TOC、
　硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、硬
度、蒸発残物
　鉄、ノルマルヘキサン抽出物質
　　計14項目

○飲用地下水で汚染の可能性がある地区を
重点地域とし、３地区（５地点）において
水質検査を実施。
神指町高久地区　２地点
門田町徳久地区　１地点
河東町八田地区　２地点

水道未普及地区水量
水質等調査

健康福
祉部

施設整備　湊町戸ノ口地区、大戸
町闇川中村地区予定

○湊町戸ノ口地区、大戸町闇川中村地区施
　設整備実施

飲料水の放射線物質
検査

引き続き水道水中の放射性物質の
検査を実施し、市のホームページ
上での公表を行う。

定期的に水道水中の放射性物質の検査を実
施し、市のホームページ上での公表を行っ
た。

○H２５水質検査計画に基づき実施
する。

○H２５水質検査計画に基づき実施した。

(

３)

土
壌
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止

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

有害化学物質を使用・保有する施
設に対しては、必要に応じて環境
保全協定を締結を要請する。協定
に基づき報告させる。

有害化学物質に関して新たな協定の締結は
なかったが、既存の協定締結施設から報告
を受け、問題がないことを確認した。

廃棄物の適正処理の指導・監視を強化します
。

○清掃指導員や不法投棄監視員に
よる指導・監視の実施
○「県不法投棄防止強調月間」（6
月・9月）に広報車で市内広報する

○清掃指導員や不法投棄監視員による指導
・監視の実施
○「県不法投棄防止強調月間」（6月・9月
）に広報車で市内広報する
○不法投棄件数　　30　件

川ざらい土砂処理業
務

○昨年度よりも以前から仮置きし
ている川ざらい土砂について、広
域圏の一般廃棄物最終処分場での
受入を調整する。
○平成25年度に実施する川ざらい
土砂の放射能濃度を測定し、通常
通りの処理が可能な放射能濃度で
あれば、当該土砂のふるい分けを
実施する。

○放射性濃度が基準値以下であったため、
ふるい分けを実施
　・処理量　568ｔ
○広域圏の一般廃棄物処分場での受入はい
まだできない状況

下水汚泥の放射線濃
度の測定

○引き続き新たに発生する汚泥の
放射能濃度の測定とホームページ
上での公表を行う。

○引き続き新たに発生する汚泥の放射能濃
度の測定とホームページ上での公表を行っ
た。

浄水発生土の放射性
物質検査

引き続き浄水発生土中に含まれる
放射性物質を検査し、市のホーム
ページ上で公表を行う。

定期的に浄水発生土中に含まれる放射性物
質を検査し、市のホームページ上で公表を
行った。

引き続き滝沢・東山浄水場に保管
している1000㏃/㎏以上の浄水発生
土について、処分が可能となると
きまで適正に管理する。

1000Bq/kg未満の浄水発生土について、最終
処分が可能となったため計画的に処分を進
めた。また、1000Bq/kg以上の浄水発生土に
ついては、これまで同様、適正に管理保管
を行った。

廃棄物の適正処理の指導・監視を強化します
。

農業用使用済プラス
チック適正処理事業

健康福
祉部

○飲用地下水で汚染の可能性があ
る地区を重点地域とし、３地区（
５地点）において年1回水質検査〔
有機塩素化合物、油脂類等〕を実
施する。
○調査項目
　旧会津若松地区：
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1.1.1-ﾄﾘ
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
　旧河東地区：PH、味、臭気、色
度、濁度、
　塩化物イオン、一般細菌大腸菌
、TOC、
　硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、硬
度、蒸発残物
　鉄、ノルマルヘキサン抽出物質
　　計14項目

○飲用地下水で汚染の可能性がある地区を
重点地域とし、３地区（５地点）において
水質検査を実施。
神指町高久地区　２地点
門田町徳久地区　１地点
河東町八田地区　２地点

非飲用地下水調査の
実施

○市内9ヶ所の融雪用井戸を選定し
、有機塩素化合物による地下水の
汚染状況を調査。

○市内９ヶ所の融雪用井戸を選定し、平成
26年2月26日有機塩素化合物４種による地下
水の汚染状況の調査を実施。（9地点中3地
点で検出されたが環境基準は超過せず）
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

40
建設部 下水道課

②　農薬・有機塩素化合物等の適正利用の指導

22 再掲環境保全協定締結 市民部 環境生活課 再掲 再掲

23 41

農政部 農政課 県補助事業の不採択により実績なし

23 42

農政部 農政課

43

農政部 農政課

①　生活排水対策の推進

24 44

建設部 下水道課

25 45

市民部 環境生活課

25 46

建設部 下水道課

26 河川等の水質調査を継続して行います。 再掲 市民部 環境生活課 再掲 再掲

27 47

建設部 下水道課

②　自動車交通対策の推進

28 48

建設部 道路建設課 再掲 再掲

29 49

建設部 道路建設課

③　近隣騒音対策の推進

30 50

市民部 環境生活課

31 51

建設部 都市計画課 継続実施 工場立地に係る開発許可　０件

④　悪臭防止対策の推進

32 52

悪臭防止指導 市民部 環境生活課

下水浄化工場の地下
水の放射線濃度の測
定

○引き続き地下水の放射能濃度の
測定とホームページ上での公表を
行う。

○引き続き地下水の放射能濃度の測定とホ
ームページ上での公表を行った。

事業者に対して、有害化学物質の適正な使用
・保管を指導します。
農薬や化学肥料などの使用を抑え、環境への
影響を軽減する環境保全型農業を促進します
。

地域振興作物等生産
対策事業（産地生産
力強化総合支援事業
）

○側条施肥田植機の導入支援
　北会津町真渡地区外　5台

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

エコファーマー認定
制度

○農薬や化学肥料を２０％削減し
た栽培法に取り組む農業者をエコ
ファーマーと認定し環境に優しい
農業推進を図る。
○エコファーマー取得実績（累計
）　・認定者数　1,500件　
　・面積　　　2,000ha

○農薬や化学肥料を２０％削減した栽培法
に取り組む農業者をエコファーマーと認定
し環境に優しい農業推進を図る。
○エコファーマー取得実績（累計）
　・認定者数 1,122件　
　・面積　 　1,564 ha

環境保全型農業直接
支援事業

○エコファーマーが、カバークロ
ップや冬期湛水などを実施し、化
学肥料・化学農薬の使用量を50％
以上削減する取り組みを推進する
。
　・取組農家数　35戸

○エコファーマーが、カバークロップや冬
期湛水などを実施し、化学肥料・化学農薬
の使用量を50％以上削減する取り組みを推
進する。
　・取組農家数　29戸

（
４
）
都
市
型
及
び
生
活
型
公
害
の
防
止

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

公共下水道事業
農業集落排水事業
個別生活排水事業
浄化槽設置整備事業
（普及促進）

○FMあいづ、市政だより、市のホ
ームページ、戸別訪問や個別集落
説明会等による普及促進。
○戸別訪問　目標　2,500戸

○FMあいづ、市政だより、市のホームペー
ジ、戸別訪問や個別集落説明会等による普
及促進。
○戸別訪問　目標　2,500戸

生活排水による水質汚濁防止のため、市民に
対し、台所排水対策や洗剤の適正使用などの
意識啓発を行います。

生活排水対策事業
(啓発、周知)

○引き続き、市政だより等による
広報や出前講座等による意識啓発
を行う。

市政だよりや出前講座、環境フェスティバ
ルで生活排水による汚濁防止の啓発を実施
した。

生活排水による水質汚濁防止のため、市民に
対し、台所排水対策や洗剤の適正使用などの
意識啓発を行います。

公共下水道事業
農業集落排水事業
個別生活排水事業
浄化槽設置整備事業
（啓発）

○Fmあいづ、市政だより、市のホ
ームページ、環境フェスタにおけ
る下水道コーナーの設置および小
学校への出前講座等による普及啓
発活動。

○FMあいづ、市政だより、市のホームペー
ジ、環境フェスタにおける下水道コーナー
の設置および小学校への出前講座等による
普及啓発活動を行った。
○小学校出前講座：一箕小学校・東山小学
校、河東小学校・荒館小学校の4校で実施。

公共用水域水質調査
事業

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

浄化槽設置整備事業
個別生活排水事業
（維持管理）

○合併処理浄化槽設置者に対し、
浄化槽講習会の開催による適正管
理を指導。（年1回）
○個別生活排水処理区域内の既存
の合併処理浄化槽については、条
件により市に移管。

○合併処理浄化槽設置者に対し、浄化槽講
習会の開催による適正管理を指導。
（浄化槽講習会H25年11月6日実施）
○個別生活排水処理区域内の既存の合併処
理浄化槽については、市に1基移管された。

国道118号バイパス（西部幹線）など幹線道路
網の整備や道路案内標識、歩道の整備により
、円滑な交通の確保を促進します。

幹線道路の整備、道
路案内標識の整備

道路交通情報などにより経路の変更を誘導し
、混雑地域の交通量の分散を図ります。

ひとにやさしい歩道
整備事業の実施

○市道幹Ⅰ-11号線、市道幹Ⅱ-11
号線繰越工事の完成を図る。市道
幹Ⅰ-11号線、市道幹Ⅰ-12号線、
市道一箕3-47号線の歩道整備を予
定。

市道幹Ⅰ-11号線H24繰越工事の完成
（L=180.0m、（歩道L=178.0m）W=2.5m（7.7
～8.5m）透水性平板ブロックA=217.1㎡、誘
導ブロックA=51.6㎡、車道舗装工 密粒度
As13F t=4cm A=1,215.6㎡)市道幹Ⅱ-11号線
H24繰越工事の完成（L=295.0m、W=1.5～
3.5m、歩道平板ブロックA=252.0㎡、排水工
（400×800～900）L=204.0m、排水工
（300×400～500）L=26.0m）市道幹Ⅰ-12号
線、市道一箕3-47号線をH26へ繰り越した。

飲食店等の深夜営業騒音、商業用等の拡声器
騒音、建設作業騒音などについては、法令等
による規制や指導の一層の徹底を行います。

騒音規制法に基づく
指導

〇苦情申立騒音規制法や福島県生
活環境の保全等に関する条例によ
る規制の周知、指導等を実施する
。

○騒音に関する苦情申立があった事業所等
に対して、現地調査を実施し、「騒音規制
法」及び「福島県生活環境の保全等に関す
る条例」に基づく指導等を行なった。（深
夜騒音の対応件数　1件、建設作業の騒音　
2件）

工場が立地する場合には、適切な土地利用の
指導に努めます。

会津若松市開発事業
指導要綱に基づく指
導の実施

事業場から悪臭を発生させないよう指導しま
す。

○過去に苦情申立があった事業所
の中から、2事業所の悪臭調査を実
施する。

○市内2事業所について悪臭調査を実施し、
規制基準が達成されていること等を確認し
た。
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

33 53

市民部 廃棄物対策課

34 54

建設部 下水道課

２．人と自然が健全に共生するまちをめざして

①　すぐれた生態系の保全

35 55

ほ場整備事業 農政部 農林課

35 56

水路工事 農政部 農林課

35 57

建設部 都市計画課 継続実施

36 再掲

建設部 都市計画課 再掲 再掲

37 58

湊四浜環境整備事業 観光課

37 59

建設部 花と緑の課

37 再掲
市民部 環境生活課 再掲 再掲

38 60

文化課

②　平地林等の保全と活用

39 61

文化財整備事業 文化課 ○高瀬の大木保存整備の実施

40 62

農政部 農林課

41 -

林業体験会 農政部 農林課 なし なし

①　野生生物の適切な保護

42 - なし なし なし

43 63

市民部 環境生活課

43 再掲 文化課 再掲 再掲

44 再掲
市民部 環境生活課 再掲 再掲

②　生息環境への配慮

45 64 庁舎管理事務

総務部 総務課 継続実施する。

45 65 庁舎管理事務

水道部 水道部総務課 ○庁舎及び各施設の花壇への花苗の植付け

日常生活に伴う悪臭の防止のため、野焼きな
どによる家庭ごみの自家焼却の禁止や浄化槽
の適正な維持管理など、市民に対して啓発を
行います。

指導とパトロールの
実施

○清掃指導員や不法投棄監視員に
よる指導・監視の実施

○清掃指導員や不法投棄監視員による指導
・監視の実施
○野焼き件数　　　　  2件
○指導・啓発件数　　345件

関係機関との連携を図り、河川や水路等の水
質汚濁や悪臭の防止に努めます。

公共下水道事業
浄化槽設置整備事業

○公共下水道事業　Ｌ＝7,663m　
○浄化槽設置整備事業　40基

○公共下水道事業　Ｌ＝6,700m　
○浄化槽設置整備事業　43基

（
１
）
生
態
系
の
多
様
性
の
確
保

開発に当たっては、生態系に配慮した土地利
用を行うよう指導します。

○動植物等の保護を目的とする生
息に配慮した施設の計画・整備を
行なう。

〇動植物等の保護を目的とする生息に
配慮した施設の計画・整備を実施した
。

開発に当たっては、生態系に配慮した土地利
用を行うよう指導します。

○水生生物に配慮した水路の維持
管理を行なう。

〇水生生物に配慮した水路の維持管理が
実施された。

開発に当たっては、生態系に配慮した土地利
用を行うよう指導します。

指導要綱に基づく指
導の実施

開発許可件数　２３件
（うち緑地設置件数　７件）

開発事業の実施に当たっては、生態系に配慮
するよう指導します。

指導要綱に基づく指
導の実施

猪苗代湖、大戸岳、背あぶり山高原など、す
ぐれた自然環境を保全します。

観光商
工部

○崎川浜の公衆便所窒素除去型
高度処理合併浄化槽の整備、維
持管理や湖水浴期間（7月～8月
）中の仮設トイレの設置。
○湖水浴期間における浜の清掃
実施。

○崎川浜の公衆便所窒素除去型高度処
理合併浄化槽の整備、維持管理を通年
実施した。
○湖水浴期間(7月～8月)中の仮設トイ
レの設置(6箇所)、浜の清掃を実施した
。

背炙山公園野草ゾー
ン整備事業

○継続実施 
愛護会による維持管理と、見頃の
花の写真掲示を継続して実施する
。　　　

○継続実施
愛護会による野草ゾーンの除草等の維持管
理のほか、案内板へ見頃の花の写真を随時
掲示した。　　　

猪苗代湖、大戸岳、背あぶり山高原など、す
ぐれた自然環境を保全します。

猪苗代湖環境保全推
進事業

国の天然記念物である赤井谷地や県の天然記
念物である白山沼は貴重な生態系を有してい
ることから保全に努めます。

赤井谷地保存調査事
業

教育委
員会

○継続実施（流出量調査・植生諸
調査・指導会議）

○継続実施
　新四郎堀付け替え後の谷地内の水位・水
質などの調査を継続して行った。また谷地
内の植調査を行った。
　調査の内容や今後の方針などについて、
指導会議を開催して検討を行った。

市内に残されている巨樹・巨木の保存のため
、引き続き調査を行い、保護対策の推進に努
めます。

教育委
員会

○高瀬の大木について、支柱の新設や枯れ
た枝の除去などの保存整備を実施した。

市民の協力により、下刈りなどの育林を行い
、適正な管理を進めます。

ボランティアによる
下刈り等の実施

○グリーンスクールによる市有林
の下刈り。
○会津若松市建築業森林ボランテ
ィアの実施。
○森林環境ボランティアの実施。

○グリーンスクールによる市有林の下刈り
、参加者、12名。
○会津若松市建築業組合森林ボランティア
の実施、参加者延べ40名。
○森林環境ボランティアネットワークの実
施、参加者延べ15名。

市民の体験活動への参加機会提供に努めます
。

(

２)

野
生
生
物
種
の
保
存

土地の利用に当たっては、野生生物の生息・
生育環境を確保するよう指導します。
天然記念物、絶滅のおそれのある野生生物に
ついては、生態調査など、情報収集を行うと
共に、文化財保護法や絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣の　
保護及び狩猟の適正化に関する法律などの各
種制度の適切な活用を図り、保護を促進しま
す。

野生生物生息環境保
全事業

○生き物会議の開催
○自然環境教室の実施
○圃場整備等開発行為における野
生生物生息環境保全の取り組み要
請(農林課他)

○生き物会議を平成26年3月に開催。
○自然環境教室を平成25年11月と平成26年2
月に実施。

赤井谷地保存調査事
業

教育委
員会

特定外来生物等は、既存の生態系を壊す怖れ
があることから、情報収集に努め、排除等の
適切な対応に努めます。

野生生物生息環境保
全事業

事業を実施する際には、生態系への影響に配
慮します。

庁舎周辺の除草においては、刈払機、手む
しりによる除草を行い、除草剤等の農薬を
使用しないで実施した。

事業を実施する際には、生態系への影響に配
慮します。

○庁舎及び拡施設の花壇への花苗
の植付け
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

45 66

庁舎等管理事務 ○継続実施する。

45 67

建設部 建設部各課

46 68

建設部 花と緑の課

①　市街地における緑の保全・整備

47 69

建設部 都市計画課 継続実施

48 70

花と緑の推進事業 建設部 花と緑の課

48 71

公共施設での緑化 総務部 総務課

48 72

公共施設での緑化 市民部 市民課 ○継続して実施する。 執務室内外の緑化に取り組んだ。

48 73

公共施設での緑化 農政部 農政課

48 74

公共施設での緑化 農政部

48 75

公共施設での緑化 こども保育課

48 76

公共施設の緑化

48 77

公共施設の緑化 建設部 下水道課

48 78

公共施設での緑化 建設部 道路維持課 ○なし なし

48 79

公共施設での緑化 水道部 水道部総務課 ○庁舎及び各施設の花壇への花苗の植付け

48 80

公共施設での緑化 水道部 施設課 ○継続実施

48 81

公共施設での緑化

48 82

公共施設での緑化 ○緑化事業を継続実施する。

48 83

公共施設での緑化

事業を実施する際には、生態系への影響に配
慮します。

企画政
策部

北会津支所ま
ちづくり推進
課

○庁舎周りの除草について、歩道等は除草
剤の使用を最小限に抑えた。
○花壇等は除草剤を使用せず、刈払機及び
手作業により行った。

事業を実施する際には、生態系への影響に配
慮します。

公共工事環境配慮実
施要領の遵守

道路、河川、公園、上下水道、建
築物等公共工事の際、生活環境、
自然環境、地球環境の保全のため
、「会津若松市公共工事環境配慮
実施要領」に基づき工事を行
い、500万円以上の工事においては
、環境マネジメントシステムにお
いて報告を行う。

各所属において「市公共工事環境配慮実施
要領」に基づき、公共工事の際の環境配慮
を行った。

市街地や農村地域などで失われた生物の生息
環境を回復するために、ビオトープ事業を促
進します。

阿賀川河川環境整備
事業（水辺の楽校）

○継続実施
指定管理者による維持管理を継続
して実施する。

○継続実施
指定管理者により、除草・清掃等の維持管
理を継続して実施した。

(

３)

多
様
な
自
然
環
境
の
保
全
・
回
復

地域のシンボルとなっている樹林・樹木や庭
園は、保全樹林・保全樹木及び自然景観指定
緑地としての指定を進め、守り育てていきま
す。

自然景観指定緑地の
指定

指定緑地　２件
登録緑地　２件
維持管理費助成　６件

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

○継続実施
花苗生産基地において、市民協働
により花苗を生産すると共に、庁
舎･学校等の公共施設において、プ
ランターを配置し緑化美化を図る
。　　　

○継続実施
花苗生産基地において、75,640本の花苗を
生産し、105の公共施設に花苗を配布し緑化
美化を図った。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

最良の手法を検討し、継続実施す
る。

本庁舎、栄町第二庁舎において緑のカーテ
ンを実施したが、水分・栄養不足もあり生
育があまり良くなっかた。一定程度生育し
た苗を購入するなど、改善が必要である。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

○基幹集落ｾﾝﾀｰ及び北会津農村環
境改善ｾﾝﾀｰにおける樹木手入れ、
草刈等の緑地保全事業を実施する
。

　基幹集落センター及び北会津農村環境改
善センターにおいて、緊急雇用創出基金事
業を活用し、年２～３回、樹木の手入れや
草刈り等の緑地保全事業を実施した。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

公設地方卸売
市場

○管理事務所敷地内のプランター
（12個）設置
○花壇に花苗440本植付 
※市場協会の協力

○管理事務所敷地内のプランター（12個）
設置
と花壇に花苗440本植付を市場内事業者で組
織する市場協会の全面的な協力のもとで実
施した。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

健康福
祉部

○平成24年度同様、児童館・保育
所において、花壇などの緑化に努
め、地域住民の意識高揚を図る

○児童館・保育所において、花壇などの緑
化に努め、地域住民の意識高揚を図りまし
た。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

健康福
祉部

障がい者支援
課

ノーマライズ交流館パオパオにお
いて、利用団体の協力により、緑
化事業を進める。

花と緑の課から配付されたプランターを施
設周辺に設置し、利用団体の協力により緑
化事業に取り組んだ。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

○下水浄化工場の玄関付近のプラ
ンターを花で飾る

○下水浄化工場の玄関付近にプランターを
設置し花で飾った。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

○庁舎及び拡施設の花壇への花苗
の植付け

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

滝沢浄水場内花壇に花苗植え付け及び東山
浄水場にプランター設置

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

教育委
員会

スポーツ推進
課

○前年同様、指定管理者と連携を
深め、市民目線で緑化が図られる
よう計画的に推進する。

○例年通り指定管理者との連携を密にし、
利便性を高めるための案内表示の設置や身
近な通路の緑化環境の向上に努めた。特に
、ふれあい体育館の緑化は計画的に進めら
れた。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

企画政
策部

北会津支所ま
ちづくり推進
課

○プランターへ花苗240本を植栽。
○花壇へ花苗120本を植栽。

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

河東支
所

河東支所まち
づくり推進課

前年度同様、緑化事業を継続実施
する。

河東支所庁舎周辺花壇に花を植栽、管理し
、緑化に努めた。
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

48 84

農政部 農林課

49 85
建設部 都市計画課 継続実施 公開空き地の緑化等に対する助成　０件

②　森林の保全と活用の推進

50 86

農政部 農林課

50 87

治山事業 農政部 農林課

50 88
農政部 農林課

50 89

農政部 農林課

51 90

農政部 農林課

51 91

農政部 農林課

52 92

保安林改良事業 農政部 農林課 ○なし。

53 -
なし なし なし なし なし

54 93

観光課

55 94

国土緑化推進事業 農政部 農林課

③　農地の保全と活用の推進

56 95

農政部 農政課

56 96

耕作放棄地解消対策 農政部 農政課

56 97

遊休農地解消 農業委員会

57 98

農政部 農政課

④　水辺地の保全・回復の推進

58 99
河川の護岸工事 建設部 道路維持課 ○なし なし

59 再掲
建設部 花と緑の課

60 100

運動公園の整備 建設部 花と緑の課

61 再掲
文化課 再掲 再掲

庁舎や学校等の公共施設の緑化を率先して進
めるとともに、大規模な公共施設の整備に当
たっては、地域の景観や野生生物の生育・生
息環境に配慮した緑地を確保します。

国土緑化推進委員会
事業（植樹祭・公共
施設等緑化事業）

○公共施設での植樹祭の実施。
○公共施設や町内会・老人会等へ
緑化木や花の苗等の配布事業の実
施。

○公共施設での植樹祭は実施せず。
○公共施設緑化木配布事業の実施、33団体
。

市民に対し、生け垣や庭の緑化などの住宅周
辺の緑化を促進します。

景観協定地区等にお
ける緑化等の支援

森林を育てるため、間伐、下刈り等の保全・
管理対策を推進します。

森林整備地域活動交
付金事業

○森林整備地域活動支援事業によ
り間伐事業のための森林経営計画
作成を支援する。

○森林経営計画作成促進のための活
動、100ha。

森林を育てるため、間伐、下刈り等の保全・
管理対策を推進します。

○自然災害等による森林の復旧を
図る。
○保安林整備事業等より保安林の
整備と、荒廃森林の復旧を図る。

○流路工　整備済延長 0ｍ。

森林を育てるため、間伐、下刈り等の保全・
管理対策を推進します。

林道開設事業（谷地
平線・舟子線）

○林道谷地平線を開設し、森林施
業に供することで森林整備を図る
。

○林道谷地平線　整備済延長 0ｍ。

森林を育てるため、間伐、下刈り等の保全・
管理対策を推進します。

森林病害虫等防除事
業

○松くい虫やカシノナガキクイム
シ等の防除・駆除を図り、良好な
森林への造成を図る。

○伐倒駆除215本、133.59ｍ。

森林ボランティア活動を活用した市民参加型
の森林づくりを推進します。

「市民と共生の森の
会」支援事業

○市民ボランティア団体「市民と
共生の森の会」による「森林エコ
・カル子どもクラブ」への指導。

○森林エコ・カル子どもクラブ、参加者延
べ86名。

森林ボランティア活動を活用した市民参加型
の森林づくりを推進します。

会津若松市建築業森
林ボランティア、森
林環境ボランティア

○会津若松市建築業森林ボランテ
ィア、森林環境ボランティアを活
用し、森林づくりを推進する。

津若松市建築業組合森林ボランティアの実
施、参加者延べ40名。
○森林環境ボランティアネットワークの実
施、参加者延べ15名。

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

○森林が有する多面的機能の維持
増進を図る。

自然環境保全地域に指定されている大戸岳に
ついては、すぐれた自然が残されていること
から、法令等の活用により保全を図ります。
自然公園に指定されている磐梯朝日国立公園
や大川羽鳥県立自然公園の適切な保護管理に
協力するとともに、公園施設の利用を促進し
ます。

福島県自然公園清掃
協議会への加入

観光商
工部

○福島県自然公園清掃協議会に加
入する。
○河川愛護デークリーンアップ作
戦等に参加する。

○猪苗代湖湊四浜において、7月15日～11月
15日の期間で14回実施した。

緑を愛し、守り育てる心を養う緑の少年団の
取組みの推進と支援を行います。

○引き続き緑の少年団の活動経費
の一部を支援する。

○謹教小学校　43名
○大戸小学校　39名
○東山小学校　100名
○川南小学校　86名

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

中山間等直接支払事
業

○農地の耕作放棄地の発生防止に
努めるとともに、適切な農業生産
活動（草刈・道水路管理）通じて
環境にも配慮している。

○農地の耕作放棄地の発生防止に努めると
ともに、適切な農業生産活動（草刈・道水
路管理）通じて環境にも配慮するよう指導
した。
　・取組集落数　１６集落
　・取組面積　　２３１ha

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

○耕作放棄地の引き受け手となる
農業者の確保に努め、引き受け手
が確定したものから、順次、耕作
放棄地再生利用緊急対策交付金を
活用して再生作業を実施する。

○農地の所有者、地域の担い手農業者によ
り再生作業が行われ、耕作放棄地が再生し
た。
　・再生面積　　１１．７Ha
　・作付作物等　そば等

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

農業委
員会

○平成25年度は、7月から農地法第
30条に基づく農業委員会による農
地利用状況調査を実施し、遊休農
地を把握するとともに、農地所有
者に対する指導を行い遊休農地の
解消に取り組む。

○7月～11月に農用地利用状況調査を実施し
、遊休農地の実態把握及び農地所有者への
指導・助言等による遊休農地の解消に努め
た。

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

グリーンツーリズム
支援事業

〇農業農村体験の受入態勢整備、
ＰＲ活動による受入れ促進
　・グリーンツーリズム・クラブ
　・ワーキングホリデー
　・農家民宿開設
　・観光、定住分野との連携
　・教育旅行誘致　

○都市住民を対象とした農業農村体験の受
入態勢を整備し、各種受入を行った。

【農業体験受入実績　　　3,628人】
　・グリーンツーリズム・クラブ
　　　　　　　　　　　　　174名
　・ワーキングホリデー　　 139名
　・地域イベント型事業　　 311名
　・農家民宿　　　　　　　 199名
　・農家レストラン　　　 2,100名
　・教育体験　　　　　　 　690名
　・菜の花フェスティバル　　15名
　【受入態勢整備】
　・各種交流会・学習会の開催。

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

湯川や古川、阿賀川などは、貴重な親水空間
として整備を促進します。

阿賀川河川環境整備
事業（水辺の楽校）

○継続実施
指定管理者による維持管理を継続
して実施する。

○継続実施
指定管理者により、除草・清掃等の維持管
理を継続して実施した。

都市公園の整備においては、親水広場など親
水設備の整備を検討します。

○陸上競技場周辺駐車場及びトイ
レ等の整備を行い、施設の全体完
成を目指す。

陸上競技場周辺駐車場整備により457台分の
駐車スペースを確保するとともに、屋外ト
イレ２棟を整備した。

国の天然記念物に指定されている赤井谷地に
ついては、すぐれた自然が残されていること
から、法令等の活用により保全を図ります。

赤井谷地保存調査事
業

教育委
員会
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

61 101

農政部 農林課 なし なし

62 102

文化財整備事業 文化課 ○イトヨ生態調査の実施

①　身近な緑・水辺の保全・創出

63 103

建設部 花と緑の課 ○継続した進行管理を実施する。 進行管理を継続して実施した。

64 104

建設部 花と緑の課 ○継続した維持管理を実施する。

65 105

保安林の整備 農政部 農林課 ○なし。

65 106

農政部 農林課

65 107

建設部 花と緑の課 ○継続した維持管理を実施する。

66 再掲 農政部 農政課 再掲 再掲

②　自然体験の推進

67

自然観察会等を開催していきます。

108

自然環境教室の開催 市民部 環境生活課

68 109

森林浴 農政部 農林課

68 110

市民部 環境生活課

69 身近な自然や生物の情報提供に努めます。 再掲 市民部 環境生活課 再掲 再掲

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　猪苗代湖の水質保全の取り組みの強化

70 111

建設部 下水道課

71 再掲

農政部 農政課 再掲 再掲

71 再掲
農政部 農政課 再掲 再掲

72 112

農政部 農林課

73 再掲
市民部 環境生活課 再掲 再掲

②　水環境保全思想の啓発推進

74 113

市民部 環境生活課

75 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

①　文化財の調査・保存の推進

76 114

埋蔵文化財発掘調査 文化課

77 115

文化課 なし なし

国の天然記念物に指定されている赤井谷地に
ついては、すぐれた自然が残されていること
から、法令等の活用により保全を図ります。

ほ場整備区域排水路
工事

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

教育委
員会

○イトヨについては、良好な環境保護に努
めるとともに、6月と10月の２回生態調査を
実施した。

（
４
）
人
と
自
然
と
の
共
生

市街地において、都市公園・緑地等の身近な
自然環境の整備を推進します。

緑の基本計画進行管
理

身近な自然と触れ合える場として、水辺地に
おける親水空間の保全・整備、公園や公共施
設での緑化等を推進します。

公園緑地の緑化美化
の推進

花と緑のスタッフによる年間を通した公共
花壇の維持管理を実施した。

地域の緑の保全を図るため、緑の効用や必要
性について普及啓発を行い、森林の保全や緑
化推進に努めます。

○国土防災、自然環境の維持から
森林の有する多面的機能の高度発
揮を目的に積極的に保安林の指定
・整備を図る。

地域の緑の保全を図るため、緑の効用や必要
性について普及啓発を行い、森林の保全や緑
化推進に努めます。

森林環境整備（交付
金）事業

○森林の適正管理の推進（事業の
啓発・普及）
○森林環境学習の推進
○森林整備の実施
○間伐材の利活用
○ペレットストーブの導入　

○市立小中学校30校による森林環境学習の
実施。
○間伐材の利活用3団体。
○ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞの導入なし。

地域の緑の保全を図るため、緑の効用や必要
性について普及啓発を行い、森林の保全や緑
化推進に努めます。

ふるさと緑化美化推
進事業

公園等緑化愛護会84団体により、112箇所の
公園・緑地等の維持管理を実施した。

地下水かん養、生態系維持など環境保全機能
を有する農地や里山の保全に努めます。

中山間等直接支払事
業

○市民を対象とした自然観察会を
開催する。

○自然環境教室を平成25年11月と平成26年2
月に実施。

自然観察会や探鳥会などの開催を支援します
。

○会津東山自然休養林を活用し、
自然観察や野鳥観察を盛り込んだ
森林浴を実施する。

○森林浴、参加者32名。

自然観察会や探鳥会などの開催を支援します
。

せせらぎスクールの
周知

○昨年度に引き続き平成25年度も
県のせせらぎスクール事業は中止
となった。

○事業が中止となったため、取組実績はな
し。

野生生物生息環境保
全事業

（
１
）
猪
苗
代
湖
の
水
環
境
の
保
全

汚水処理事業を推進し、高度処理による水質
保全に取り組みます。

農業集落排水事業
個別生活排水事業

○共和地区浄化センター並びに赤
井地区浄化センターの高度処理施
設について、水質保全のため、継
続して維持管理を実施する。

○共和地区浄化センター並びに赤井地区浄
化センターの高度処理施設について、水質
保全のため、継続して維持管理を実施した
。

農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型
農業を推進するなど、農用地からの汚濁負荷
の低減に取り組みます。

地域振興作物等生産
対策事業（売れる米
づくり条件整備事業
）

農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型
農業を推進するなど、農用地からの汚濁負荷
の低減に取り組みます。

エコファーマー認定
制度

森林を保全し、かん養保水能力を維持しなが
ら、水源保全に努めます。

森林環境基金森林整
備事業

○森林環境税を財源とした基金に
より、スギ人工林の間伐事業を実
施する。

○舟子、桑原、闇川地区の間伐　36.4ha。

猪苗代湖の水辺などに生息・生育する野生生
物や生態系を一体的に考え、総合的な保全施
策を推進します。

野生生物生息環境保
全事業

「こどもエコクラブ」のクラブ員数の拡大や
「せせらぎスクール」の利用促進、「出前講
座」の充実など、活動基盤の整備や学習機会
の充実を図ります。

こどもエコクラブ
せせらぎスクール
出前講座

○こどもエコクラブの加入案内・
活動支援を行う。
○水環境保全に係る出前講座を実
施する。
○せせらぎスクールは平成２５年
度も中止。

○せせらぎスクールは実施しなかった（H25
年度は県事業中止のため）
○こどもエコクラブは、引き続き地方事務
局として登録し、市校長会及び市ホームペ
ージ等により加入案内等を行った。

猪苗代湖の水環境保全の観点からの適切な情
報収集に努め、市が発行する「会津若松市の
環境」、環境フェスティバルや市のホームペ
ージ等を活用しながら、情報提供に努めます
。

「会津若松市の環境
」の発行等による情
報提供

（
２
）
歴
史
的
環
境
の
保
全

本市には史跡や遺跡が数多く存在しているた
め、今後もこれらの調査、研究を行い、その
保存に努めます。

教育委
員会

○鶴城小学校の改築、城前団地建
替や郡山遺跡の発掘調査を実施す
る。

○鶴城小学校改築、城前団地建替え（若松
城郭内武家屋敷跡）に伴う発掘調査及び郡
山遺跡の発掘調査を実施し、文化財の保護
に努めた。

美術工芸品、神社・仏閣等の建造物、芸能・
工芸技術といった有形・無形の文化財の調査
を行い、その保護・保存を図ります。

有形・無形文化財の
保護・保存

教育委
員会
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

78 116

文化課

②　文化遺産との触れ合い

79 117

文化課

80 118

文化課

81 119
文化財だよりの発行 文化課

③　郷土史学習の推進

82 120

文化課 ○郷土研究奨励金交付事業の実施

83 121

文化課

84 122

町方伝承館での展示 商工課

84 123

文化課

85 124

出前講座の実施 文化課

④　歴史的景観の保全・形成

86 125

建設部 都市計画課 継続実施

86 126
商工課 計画作成せず なし

87 127

鶴ヶ城公園整備事業 建設部 花と緑の課

87 128

観光課

87 129

文化課 ○継続実施 ○継続実施

88 130

建設部 花と緑の課

①　市街地景観形成の推進

89 131

建設部 都市計画課 継続実施 景観形成予定地区との協議

90 132

建設部 花と緑の課

90 再掲

観光課 再掲 再掲

91 133

建設部 区画整理課

91 134

建設部 道路建設課 事業なし なし

（
２
）
歴
史
的
環
境
の
保
全

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

指定文化財の管理・
補修

教育委
員会

○院内御廟、赤井谷地、御薬園に
ついて整備する

○院内御廟、赤井谷地、御薬園の整備を進
めた。特に八葉寺阿弥陀堂の屋根葺き替え
工事などが開始され、良好な文化財保護に
努めた。

会津藩主松平家墓所等の調査や保存を図り、
整備と活用を行います。

会津藩主松平家墓所
等の調査保存、整備

教育委
員会

○環境整備
○樹木整備

○便益施設の整備、樹木の整備を実施する
とともに、院内御廟散策会を開催するなど
活用に努めた。

出前講座等を通して、文化財への理解の促進
と人材の育成に努めます。

文化財の普及活動及
び現地説明会の実施

教育委
員会

○出前講座を中心に文化財の普及
活動及び現地説明会を発掘現場等
で実施

○出前講座を中心に文化財の普及活動行う
とともに、鶴城小学校改築、城前団地建替
えの発掘調査においては現地説明会を実施
した。

文化財についての普及、啓発を図るため、文
化財に関する資料刊行を行います。

教育委
員会

○年1回「文化財だより」の全戸配
布を実施

○２５年度に実施した文化財保護について
「文化財だより」を全戸配布し、啓発に努
めた。

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

郷土研究奨励金交付
事業

教育委
員会

○郷土研究奨励金交付事業の実施
　市内各小学校へチラシを配布し、制度の
周知に努めた。

郷土史の編纂や刊行物などによって、郷土史
学習の普及を図ります。

郷土研究奨励金交付
作品の閲覧実施

教育委
員会

○郷土研究奨励金交付作品の閲覧
実施（平成元年度から会津図書館
にて奨励作品の閲覧が可能）

○25年度は、14作品の応募があり、そのう
ち奨励賞を受賞した４作品を会津図書館で
閲覧できるようにした。
　併せて、すべての作品名を市のオームペ
ージで公開した。

絵画、工芸、民俗・歴史・考古資料などの文
化財を保管・展示し、本市の歴史を学習でき
る機会の創出に努めます。

観光商
工部

引き続き伝統産業の情報発信基地
として、伝統工芸・伝統産業を身
近に学べる場を創出する。

工夫を凝らした展示などにより、伝統工芸
及び伝統産業の情報を効果的に発信した。

絵画、工芸、民俗・歴史・考古資料などの文
化財を保管・展示し、本市の歴史を学習でき
る機会の創出に努めます。

埋蔵文化財センター
に保管・展示

教育委
員会

○（仮称）埋蔵文化財管理センタ
ーに保管・展示

○（仮称）埋蔵文化財管理センターに保管
・展示するとともに、出前講座などで活用
した。

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

教育委
員会

○学校における史跡保全の出前講
座の実施

○学校において、本市の歴史や文化に関す
るの出前講座を実施した。

都市計画法、会津若松市景観条例等による規
制や、良好な歴史的まち並み及び建築物に対
する表彰制度や指定制度を活用し、周辺の歴
史的景観にあったまちづくりの推進と歴史的
建造物の保全に努めます。

歴史的景観指定建造
物の指定

指定建造物　１件
登録建造物　２件
修景工事助成　１件

中心市街地活性化基
本計画に基づく各種
事業の実施

観光商
工部

史跡若松城跡や名勝会津松平氏庭園、八葉寺
をはじめとする本市の代表的な文化財は、歴
史的景観を形成する重要な要素であることか
ら、積極的に保存・整備を推進します。

○鶴ヶ城公園の維持管理を継続し
て実施する。

鶴ヶ城公園の維持管理を継続して実施した
。

史跡若松城跡や名勝会津松平氏庭園、八葉寺
をはじめとする本市の代表的な文化財は、歴
史的景観を形成する重要な要素であることか
ら、積極的に保存・整備を推進します。

史跡若松城跡総合整
備計画の推進

観光商
工部

○引き続き、御三階復元に向けた
調査を継続する。
○往時の天守閣再現事業の完了に
向けた取り組みを行う。

○引き続き、御三階復元に向けた調査を継
続した。
○往時の天守閣再現事業の完了に向けた取
り組みを行った。

史跡若松城跡や名勝会津松平氏庭園、八葉寺
をはじめとする本市の代表的な文化財は、歴
史的景観を形成する重要な要素であることか
ら、積極的に保存・整備を推進します。

史跡若松城跡総合整
備計画の推進

教育委
員会

鎮守の森など、地域の歴史的環境を保全しま
す。

関連公園の適切な維
持管理

○日新町公園、住吉児童公園、諏
訪公園、薬師公園、ホタルの森公
園、蒲生氏郷記念公園等を維持管
理する。

日新町公園、住吉児童公園、諏訪公園、薬
師公園、ホタルの森公園、蒲生氏郷記念公
園等の良好な公園環境保持のため、適切な
維持管理を実施した。

（
３
）
良
好
な
景
観
の
創
造
と
保
全

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

景観協定地区や景観
形成地区の指定

重要な歴史的遺産である史跡若松城跡と湯川
を含む地域については「景観形成ガイドプラ
ン」により、先導的な景観形成を推進します
。

ふるさとの川モデル
事業関連広場整備

○くつろぎ緑地や湯川いこいの河
畔の維持管理を継続して実施する
。

くつろぎ緑地や湯川いこいの河畔の良好な
公園環境保持のため、適切な維持管理を実
施した。

重要な歴史的遺産である史跡若松城跡と湯川
を含む地域については「景観形成ガイドプラ
ン」により、先導的な景観形成を推進します
。

史跡若松城跡総合整
備計画の推進

観光商
工部

道路敷地内の無電柱化や、地域にあった道路
の舗装、街路灯、植栽などの整備を推進し、
良好な景観の創造に努めます。

扇町土地区画整理事
業（道路敷地内の無
電柱化、都市計画道
路の植栽工事）

道路整備においての道路敷地内の
無電柱化を継続して実施する。

道路敷地内の無電柱化を実施。
　区画道路整備　　　　延長 465.8m
　　　　　　　　　　　　　

道路敷地内の無電柱化や、地域にあった道路
の舗装、街路灯、植栽などの整備を推進し、
良好な景観の創造に努めます。

まちづくり交付金事
業
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

135

建設部 道路建設課

92 136

建設部 花と緑の課

93 再掲
河川の護岸工事 建設部 道路維持課 再掲 再掲

②　まちの美化推進

94 137

市民部 廃棄物対策課

94 138

市民部 廃棄物対策課

95 139

市民部 廃棄物対策課

96 140

建設部 都市計画課 継続実施

96 141

環境大賞の実施 市民部 環境生活課

97 142

市民部 防災安全課

97 143

建設部 道路維持課 ○継続実施

98 144

市民部 環境生活課

145

市民部 廃棄物対策課 再掲 再掲

146

健康増進課

①　自然と触れ合える場の整備

99 再掲
建設部 花と緑の課

100 147

市民部 環境生活課

100 148

こどもエコクラブ 市民部 環境生活課

まちなみ環境整備事
業

電線地中化詳細設計を予定してい
る。

電線地中化計画を取りやめ、代わって消雪
施設、融雪施設設計をH26へ繰り越した。

都市公園の整備に努め、ゆとりある市街地景
観の形成に努めます。

都市公園・緑地広場
整備事業

○さつき美咲公園や東部公園等の
施設整備を実施する。

さつき美咲公園に大型ブランコを１基設置
するともに、東部公園のパーゴラ１基を改
修するなど、公園の施設整備を実施した。

河川の護岸工事に当たっては、親水空間の整
備を行うなど、ゆとりある市街地景観の形成
を促進します。

会津若松市生活環境の保全等に関する条例に
よるごみのポイ捨て禁止の徹底や意識啓発に
努めるとともに、環境美化活動を支援し、広
く市民の参加を促し、まちの美化に努めます
。

地区環境美化推進協
議会、クリーンふく
しまへの支援

○各地区環境美化推進協議会（２
０地区）への支援・補助
○クリーンふくしま運動推進事業
への支援

○各地区環境美化推進協議会（２０地区）
への支援・補助
○クリーンふくしま運動推進事業への支援

会津若松市生活環境の保全等に関する条例に
よるごみのポイ捨て禁止の徹底や意識啓発に
努めるとともに、環境美化活動を支援し、広
く市民の参加を促し、まちの美化に努めます
。

環境美化活動と犬ふ
ん放置防止パトロー
ル

○生活環境保全推進員と清掃指導
員によるポイ捨てや犬ふん放置防
止パトロールの実施

○生活環境保全推進員と清掃指導員による
ポイ捨てや犬ふん放置防止パトロールの実
施
○ポイ捨て件数　3,601件
○犬ふん件数　　　601件
○啓発件数　　　　345件

まちの美化推進のため、自動販売機設置に対
する指導に努めます。

自動販売機設置に対
する指導

○会津若松市生活環境の保全等に
関する条例に基づき、自動販売機
設置届出及び回収容器の設置の徹
底を指導し、あわせて周辺ごみ清
掃などを指導

○会津若松市生活環境の保全等に関する条
例に基づき、自動販売機設置届出及び回収
容器の設置の徹底を指導し、あわせて周辺
ごみ清掃などを指導
○自動販売機設置件数　1,268件

模範となるような美化活動やすぐれた建物、
生け垣、花壇等に対する表彰制度などを活用
し、まちの美化に対する市民意識を高めるよ
う積極的な働きかけを行います。

美しい会津若松景観
賞の表彰の実施

まもる賞　２件
つくる賞　１件
そだてる賞　０件　表彰

模範となるような美化活動やすぐれた建物、
生け垣、花壇等に対する表彰制度などを活用
し、まちの美化に対する市民意識を高めるよ
う積極的な働きかけを行います。

今年度も環境大賞事業を実施する
（環境月間にあわせ６月に募集し
、10～11月に表彰式を実施）。
当該事業は今年度で12回目となる
ことから、現在の状況に則した事
業内容になるよう見直しを検討す
る。

６月から公募を行い、２回の選考会を経て
受賞６件を決定した（受賞者は個人1名、１
団体、学校２校、事業所２箇所）。11月14
日に、北会津支所ピカリンホールで表彰式
を実施し、新聞・ホームページで、受賞者
についての広報を行った。

放置自転車防止のため、自転車利用者への働
きかけを行います。

市営駐輪場の放置自
転車撤去

○前年同様、年２回実施予定
○リサイクルや福祉団体等への寄
付を進める

○春秋２回駐輪場内の放置自転車を撤去す
るとともに、学校ステッカーがある車両に
ついては、学校に返還し、生徒への指導を
お願いした。
○放置自転車の有効活用を検討してきたが
、需要が少なく、またリサイクルについて
も安全性の観点から進まなかった。

放置自転車防止のため、自転車利用者への働
きかけを行います。

放置自転車意識啓発
、撤去

○5/15、10/2（年２回実施)

犬ふん放置禁止等の徹底を図るため、（仮称
）マナー向上連絡会議の開催等により、飼い
主のマナーの向上に努めると共に、市と市民
が幅広く連携し、適切な対策を講じます。

ポイ捨て・犬ふんマ
ナー向上市民会議

○「ポイ捨て･犬ふんマナー向上市
民会議」として一斉清掃・啓発活
動を実施した。（10月28日門田町
飯寺地区で開催。参加者60名）
○啓発看板を配布した。
○市政だより等に啓発記事を掲載
した。

○「ポイ捨て･犬ふんマナー向上市民会議」
として一斉清掃・啓発活動を実施した。
（10月27日住吉地区で開催。参加者78名）
○啓発看板を配布した。
○市政だより等に啓発記事を掲載した。

犬ふん放置禁止等の徹底を図るため、（仮称
）マナー向上連絡会議の開催等により、飼い
主のマナーの向上に努めると共に、市と市民
が幅広く連携し、適切な対策を講じます。

環境美化活動と犬ふ
ん放置防止パトロー
ル

犬ふん放置防止の周
知活動

健康福
祉部

①犬の登録時に「愛犬の手引き」
を渡し周知を図る。
②会津保健所主催の「飼い犬のし
つけ方教室」の案内を行う。
③予防注射実施通知に放置防止の
チラシを同封し啓発を行う。
④犬ふん放置者が特定した場合に
は、保健所と連携して飼い主に対
して指導。　　　　　　　　　　
　　　⑤犬ふん放置禁止の看板を
設置希望の市民に配布する。

①犬の登録時に「愛犬の手引き」を渡し周
知を図った。平成25年度実績　395冊
②会津保健所主催の「飼い犬のしつけ方教
室」の案内を行った。
③予防注射実施通知に放置防止のチラシを
同封し啓発を行った。
④犬ふん放置者が特定した場合には、保健
所と連携して飼い主に対して指導をした。
⑤犬ふん放置禁止の看板を設置希望の市民
に配布した。

（
４
）
自
然
と
触
れ
合
え
る
場
の
確
保

湯川や阿賀川などの河川、猪苗代湖畔におい
ては、市民の憩いの場となるような親水空間
の整備を促進します。

阿賀川河川環境整備
事業（水辺の楽校）

○継続実施
指定管理者による維持管理を継続
して実施する。

○継続実施
指定管理者により、除草・清掃等の維持管
理を継続して実施した。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

各種環境教室や環境
講座の実施

○自然環境教室　
○市民環境教室　
○こども環境教室　
○猪苗代湖水環境教室　
○エコドライブ教習会
などを実施する。

○自然環境教室２回
○市民環境教室１回
○こども環境教室２回
○猪苗代湖水環境教室１回
○エコドライブ教習会１回
を開催し、市民が環境に対する理解を深め
る機会を設けた。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

こどもエコクラブの加入案内及び
活動支援を行う。

引き続き地方事務局として登録し、市校長
会及び市ホームページ等により加入案内等
を行った。
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

100 149

こどもエコクラブ こども保育課

100 150

ジョイスポーツデー

100 151

ホタル祭り

100 152

わらべ塾 大戸公民館

100 153

大戸公民館

100 154

チャレンジキッズ 南公民館

100 155

げんき塾 一箕公民館

100 156

湊公民館

100 157

北会津公民館

100 158

河っ子クラブ 河東公民館

100 159

河東公民館

100 160

親子ふれあい広場 北公民館

100 161

市民部 環境生活課

100 162

出前講座の実施

101 再掲

鶴ヶ城公園整備事業 建設部 花と緑の課

101 再掲
観光課 再掲 再掲

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

健康福
祉部

○平成25年度も、材木町児童館で
は材木こどもクラブを継続実施す
る。他の児童館においては、ゴミ
の分別実習、隣接児童公園での自
然観察や清掃を通じて身近な自然
環境の大切さ等、意識啓蒙を行う
。

○材木町児童館では材木こどもクラブを継
続実施しました。他の児童館においては、
ゴミの分別実習、隣接児童公園での自然観
察や清掃を通じて身近な自然環境の大切さ
等、意識啓蒙を行いました。

教育委
員会

スポーツ推進
課

○今年度は、会場となる旧陸上競
技場が閉鎖されるため、事業内容
の見直しと自然環境を活かした会
場の活用方法などを工夫した事業
を推進する。

○本年度も、スポーツ少年団本部事業と連
携し、幼児から高齢者まで多世代に対応で
きる事業とした。
また、旧陸上競技場に代り、鶴ヶ城公園内
を利用したウォーキングを開催し、自然に
触れ合う機会を創出した。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

企画政
策部

北会津支所ま
ちづくり推進
課

○北会津ホタル祭り実行委員会主
催により6月22日、23日の2日間開
催予定。
○自然環境のバロメーターともい
われる「ホタル」をとおして、来
場者に自然環境の美化保全に対す
る意識を高めてもらうとともに、
ゴミの分別や廃食用油の回収コー
ナーを設置し、資源のリサイクル
に対する意識啓発を図る。

○北会津ホタル祭り実行委員会の主催によ
り6月22日、23日の2日間開催した。
○ホタル鑑賞案内所でのパンフレット配布
や各種ＰＲブースの設置により、自然環境
の美化保全を呼びかけた。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

教育委
員会

○自然体験・生活体験活動を中心
に、生きる力や知恵、自分で考え
る力・集団行動できる子を養う。
（小学１～６年生対象）

○自然体験活動では地元を離れてオーバー
ナイトハイキングやサマーキャンプを開催
し、楽しみながら活動した。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

Warabeマイスターズ
クラブ

教育委
員会

○わらべ塾の運営サポートを中心
にボランティア活動による体験活
動を行う。
（中学・高校・大学生～２５才）

○広く募集をしたが、応募者がなく活動し
なかった。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

教育委
員会 小学校5・6年生を対象に、自然体

験活動や創作活動を基本として、
身近な自然や環境に触れるととも
に、子どもたち同士の交流を図る
。

○科学館での学習
○県立博物館での体験学習

 ○自然科学館では、主にプラネタリウムで
、星座を観察し、宇宙の広大さを実感し、
また博物館では、普段見ることができない
　バックヤードで、学芸員から直接、化石
や　土器の説明を受け、太古の自然に思い
をめ　ぐらせるなど、参加児童には大変有
意義な体験学習であった。
　

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

教育委
員会

○開講式・レクゲーム、○東京宿
泊研修、○古代人の生活体験、○
ナイトハイク、○化石発掘体験、
○街あるき、○社会見学、○閉講
式

一箕小・松長小両校の参加協力の下、定員
を満たす受講生が登録され、高い出席率を
維持しながら、体験学習を通して、豊かな
自然と触れ合える場が確保できた。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

環境関連社会教育事
業の実施

教育委
員会

オーバーナイトハイキング（下郷
町）
サマーキャンプ（只見町）
県立博物館見学

受講生は１０名いたが、参加者は少なかっ
た。それゆえ、自然とのふれあいのなかで
大変貴重な体験をすることができた。
博物館見学では、展示物にふれ郷土の歴史
や文化、環境などについて深く理解ができ
た。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

環境関連社会教育事
業の実施

教育委
員会

阿賀川河川敷の清掃（６月中旬）
白山沼周辺の清掃、花壇整備（６
月中旬）
北会津地域三地区環境美化推進協
議会との合同視察研修（７月下旬
）

・自然観察とボランティア活動の実施、白
山沼公園の清掃活動の実施し自然環境の大
切さを学んだ。北会津地区環境美化協議会
との合同研修会、プラネタリュウム見学な
どを実施した。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

教育委
員会

○ウォーキング、ナイトハイキン
グ、原始人体験、グリーン発電所
探検等、自然と環境を体験を通し
て学ぶ。

オーバーナイトハイキングを実施し、体力の向
上を図り、また、自然環境に身をおき、ホタル観
察や星空観測などを行うことで、自然環境保護
の大切さを認識することができた。
　期日：7月12日
　場所：下郷町周辺

　人数：24名

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

地区町民歩け歩け運
動

教育委
員会

○今年も、自然に親しむ心を養い
ながら、ウォーキングをする。探
勝場所は未定。
日程は７月と１０月の２回を予定
検討中。

ウォーキングを通して自然に親しみ、参加
者の健康増進と、親睦を図ることができた
。
　期日：７月２０日
　場所：あだたら渓谷奥岳自然遊歩道
　人数：３３名

（２回目）
　期日：１０月２７日
　場所：河東地区内
　人数：２３名

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

教育委
員会

自然体験や創作活動などを親子で
体験する。 自然観察会、ハイキン
グ、洞門くぐり等。

自然体験や創作活動などを親子で体験した
。 オーバーナイトハイキング、カヌー体験
、洞門くぐり、バームクーヘン作成等。

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

環境フェスティバル
の開催

○10月20日に鶴ヶ城体育館を会場
に開催予定。

○10月20日に鶴ヶ城体育館を会場に開催。
（来場者数1,500人）

市民が豊かな自然に触れ合い、学べる機会を
創出します。

教育委
員会

生涯学習総合
センター

市民を対象とした環境に関する出
前講座を実施

地域や団体などの要請を受け、講師を派遣
し、出前講座を実施した。

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

○鶴ヶ城公園の維持管理を継続し
て実施する。

鶴ヶ城公園の維持管理を継続して実施した
。

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

史跡若松城跡総合整
備計画の推進

観光商
工部
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

101 再掲
文化課 再掲 再掲

102 163

102 164

小田山公園の整備 建設部 花と緑の課 ○継続した維持管理を実施する。 継続して維持管理を実施した。

103 再掲

建設部 花と緑の課

104 165

観光課 ○広場の整備と維持管理を実施した。

104 166

ポケットパーク事業 建設部 道路建設課 事業なし なし

②　触れ合いの機会の充実

104 - なし なし なし

105 167

施設情報の提供 建設部 花と緑の課

106 168

施設情報の提供 観光課

106 169

事業情報の提供

106 再掲 農政部 農政課 再掲 再掲

４．資源循環型の地域社会をめざして

①　ごみの発生抑制と減量の推進

107 170

市民部 廃棄物対策課

108 171

市民部 廃棄物対策課

172

市民部 廃棄物対策課

109 173

ごみの減量推進 市民部 廃棄物対策課

110 174

エコ基地事業 市民部 環境生活課

110 175

エコイベント 全庁 各課

②　ごみの適正処理及び不法投棄やポイ捨ての防止

111 176

市民部 環境生活課

112 177

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

史跡若松城跡総合整
備計画の推進

教育委
員会

市民が自然に親しむことのできる場として、
小田山公園や子どもの森、背あぶり山高原、
白山沼等の自然環境に配慮した適切な維持管
理及び環境整備に努めます。

子どもの森整備（い
にしえと夢の森整備
）

教育委
員会

生涯学習総合
センター

適切に維持管理を行い、利用促進
を図っていく。

適切に維持管理を行い、利用促進に取り組
むとともに、主催事業を実施した。

特色ある公園や街路樹づくりなど、市街地で
の触れ合いの場を整備します。

都市公園・緑地広場
整備事業

○さつき美咲公園や東部公園等の
施設整備を実施する。

さつき美咲公園に大型ブランコを１基設置
するともに、東部公園のパーゴラ１基を改
修するなど、公園の施設整備を実施した。

特色ある公園や街路樹づくりなど、市街地で
の触れ合いの場を整備します。

七日町市民広場の整
備

観光商
工部

○広場の整備と維持管理を実施
する。

特色ある公園や街路樹づくりなど、市街地で
の触れ合いの場を整備します。

市民団体等が行う自然観察会などへの支援を
行うとともに、リーダーの育成に努めます。
自然と触れ合える場所について、施設の利用
状況などの情報提供を行い、参加を促進しま
す。

○継続した施設やイベント紹介の
実施を指導していく。

指定管理者独自のホームページ等で、施設
やイベント紹介など、年間を通して実施さ
れた。

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

観光商
工部

○極上の会津キャンペーンの開催
にあわせ、ガイドブックをはじめ
とする各種媒体を活用し、自然の
魅力を県内外に広くＰＲする。

○極上の会津キャンペーンの開催にあわせ
、ガイドブックをはじめとする各種媒体を
活用し、自然の魅力を県内外に広くＰＲす
る。

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

教育委
員会

生涯学習総合
センター

子どもたちが参加できる事業につ
いて、情報誌｢あいづっこニュース
」等により、情報提供を行う。

「あいづっこニュース」を年４回発行し、
こどもたちへの情報提供を行うとともに、
図書館内において、環境週間を含む６月に
関連図書の展示や情報提供を実施した。

農山村地域において、グリーン・ツーリズム
やエコツーリズムを促進します。

グリーンツーリズム
支援事業

（
１
）
ご
み
の
発
生
抑
制
と
適
正
処
理

市民に対し、使い捨て商品などの買い控えや
分別排出の徹底、マイ箸運動の推進などの意
識啓発を行い、平成16年度実績値に対し、平
成27年度までに1人1日当たり57gの減量を目標
とします。

一般廃棄物処理基本
計画（ごみ処理基本
計画）

○一般廃棄物処理基本計画（後期
計画）に基づき事業を実施
１人1日あたりごみ排出量（目標値
1,014ｇ）

○一般廃棄物処理基本計画（後期計画）に
基づき事業を実施
○１人1日あたりごみ排出量1,142ｇ(前年比
44ｇ)

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

給食施設生ごみリサ
イクル事業

学校給食施設から排出される生ご
みを分別収集し、堆肥化処理を実
施

○学校給食施設から排出される生ごみを分
別収集し、堆肥化処理を実施
○堆肥化量　110ｔ（リサイクル率100％）

生ごみ処理機等設置
補助

○生ごみ処理機を活用し、生ごみ
の減量、堆肥化を図るための設置
補助事業を実施　20基予定

○生ごみ処理機を活用し、生ごみの減量、
堆肥化を図るための設置補助事業を実施
○補助件数　　件
　・生ごみ処理容器　　　17件
　・電動式生ごみ処理機　12件

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

○小売店に対し資源回収と使い捨
て商品の販売、過剰包装の自粛を
、製造業者には再利用可能な商品
開発を要請
○事業者と共同で「マイバッグ推
進デー」キャンペーンの実施

○小売店に対し資源回収と使い捨て商品の
販売、過剰包装の自粛を、製造業者には再
利用可能な商品開発を要請
○毎月８日、９日のマイバッグ推進デーに
官民共同でＰＲを行っている。

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

市政だより６月１日号及び市ＨＰ
上において、参加事業者を募集す
る。

市政だより６月１日号及び市ホームページ
において、参加事業者を募集した。

市が行うイベント等において、ごみ発生の抑
制に努めます。また、事業者や市民に対しイ
ベント等を開催する場合には、ごみ発生の抑
制に努めるよう啓発を行います。

イベント開催時にはゴミ箱・ゴミ
袋を設置し、ゴミの持ち帰りの呼
びかけを徹底していく。

投票所で不要となる用紙類を再生可能と個
人情報記載等による焼却処分に分類した上
で回収し、適切に処理した。（選挙管理委
員会）

ごみのポイ捨て禁止のための意識啓発や、市
民や事業者等に対する廃棄物の適正処理を指
導します。

会津若松市生活環境
の保全等に関する条
例の啓発

○啓発活動のため、チラシの配布
や看板の設置を行う。

○市政だよりに関連記事を掲載し
、広報する。

○チラシの配布や看板の設置を行い、条例
の内容に関する啓発を行った。

○ホームページや市政だよりに啓発記事を
掲載した。

ごみのポイ捨て禁止のための意識啓発や、市
民や事業者等に対する廃棄物の適正処理を指
導します。

各種事業における持
ちかえり運動の推進
(継続）

教育委
員会

スポーツ推進
課

○昨年度に引き続き、指定管理者
と連携し、ゴミの持ち帰り運動を
さらに徹底察せる。ポイ捨て行為
にたいしても同様に、日常点検を
計画的に進めていく。

○スポーツ施設における利用者に、ゴミの
持ち帰り運動を指定管理者と連携し徹底し
た。また、ポイ捨て行為については日常点
検により減少を図った。
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

112 178

市民部 廃棄物対策課

112 再掲
農政部 農政課 再掲 再掲

112 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

113 179

市民部 廃棄物対策課

①　資源回収と再資源化

113 180

分別排出の意識啓発 市民部 廃棄物対策課

114 181
市民部 廃棄物対策課 ○小売店に店頭回収の要請を実施 ○小売店に店頭回収の要請を実施

115 182
情報収集 市民部 廃棄物対策課 ○県等からの情報収集（随時） ○県等からの情報収集（随時）

116
資源化・再生利用技術等の普及に努めます。

183
情報収集 市民部 廃棄物対策課 ○県等からの情報収集（随時） ○県等からの情報収集（随時）

117 再掲 農政部 農政課 再掲 再掲

②　再生品の利用促進

118 184

グリーン購入の実施 全庁 各課

119 - なし なし なし なし

120 185

グリーン購入の促進 総務課 契約検査課

121 再掲 市民部 環境生活課 再掲 再掲

121 186

情報提供 市民部 廃棄物対策課

122 187

リサイクルの推進 市民部 廃棄物対策課

①　省資源の推進

123 188

木材資源の有効利用 建設部 建設部各課

124 189

木材資源の有効利用 水道部 施設課

124 再掲
エコ基地事業 市民部 環境生活課 再掲 再掲

125
雨水の有効利用を促進します。

190
教育総務課 鶴城小学校実施設計に盛り込む

②　省エネルギーの推進

126 191 庁舎の維持管理

総務部 総務課

127 192 庁舎の維持管理

総務部 情報政策課

127 193
教育総務課 鶴城小学校実施設計に盛り込む

行政イベント開催時
のゼロエミッション

○環境フェスティバルなどの開催
時における「もったいないコーナ
ー」の実施

○環境フェスティバルなどの開催時におけ
る「もったいないコーナー」の実施
　・分別体験ゲームを実施し市民のごみ減
量、分別排出への意識向上をはかった。

ごみのポイ捨て禁止のための意識啓発や、市
民や事業者等に対する廃棄物の適正処理を指
導します。

農業用使用済プラス
チック適正処理事業

（仮称）マナー向上連絡会議の開催等により
市と不法投棄監視員や生活環境保全推進員を
含む市民が幅広く連携し、不法投棄やポイ捨
て防止の徹底を図ります。

ポイ捨て・犬ふんマ
ナー向上市民会議

（仮称）マナー向上連絡会議の開催等により
市と不法投棄監視員や生活環境保全推進員を
含む市民が幅広く連携し、不法投棄やポイ捨
て防止の徹底を図ります。

不法投棄監視員制度
・生活環境保全推進
員制度

○不法投棄監視員・生活環境保全
推進員による不法投棄やポイ捨て
の防止パトロールを実施

○不法投棄監視員・生活環境保全推進員に
よる不法投棄やポイ捨ての防止パトロール
を実施
○不法投棄件数　　　30件
○ポイ捨て件数　　3,601件

（
２
）
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

分別排出が円滑に進むよう、分別・回収・資
源化のシステムを整備するとともに、ごみス
テーションの充実やパンフレットの配布等に
よる意識啓発を行います。

○ごみ・資源物排出カレンダーを
配付
○個人向け・ごみ処理施設見学会
（年2回）の実施

○ごみ・資源物排出カレンダーを配付（3月
）
○個人向け・ごみ処理施設見学会（年2回）
の実施（8月）

缶、びん、ペットボトル、食品トレイ等の資
源回収を促進するため、小売店に回収の協力
を要請します。

小売店に店頭回収の
要請

リサイクル事業を推進するため、リサイクル
施設や技術の情報収集を行い、必要な施設の
整備に努めます。

農業用使用済みプラスチックのリサイクル処
理を推進します。

農業用使用済プラス
チック適正処理事業

環境マネジメントシステム(ISO14001)を推進
し、庁内において再生品などの環境にやさし
い商品の購入に努めます。

今後もグリーン購入の実施を考慮
した物品購入に努める。

事務用品、選挙用物品の購入に際しては、
再生品の購入など環境に配慮した購入に務
めた。（選挙管理委員会）

事業者に対し、再生品を利用した商品や再生
利用可能な商品開発への協力を依頼します。
エコマークやグリーンマークなどの環境にや
さしい商品の購入を促進します。

Hf蛍光管の購入、交換による省エ
ネルギー化に取り組む。

庁内消耗品の蛍光管購入に際し、より高効
率で省電力とされるHf蛍光管を購入し省エ
ネルギー化に取り組んだ。

エコマークやグリーンマークなどの環境にや
さしい商品の購入を促進します。

学校版・家庭版環境
ＩＳＯの普及

環境にやさしい商品を積極的に販売する商店
の「エコショップ」情報を提供します。

○レジ袋の無償配布取り止めに取
り組む店舗（地球にやさしい”ふ
くしま”「ストップ・ザ・レジ袋
実施店」）を市政だより等で紹介

○レジ袋の無償配布取り止めに取り組む店
舗（協定店）をホームページで紹介

市のリサイクルコーナーを充実させ、市民の
利用と普及を図ります。

○市のホームページにリサイクル
品の画像を掲載し画像は毎日更新
○フリーマーケットやバザーの開
催の情報を提供

○市のホームページにリサイクル品の画像
を掲載し画像は毎日更新
　・リサイクル品提供点数　　495点

○フリーマーケットやバザーの開催の情報
を提供
　・情報提供件数　４件　

 

（
３
）
省
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源
、
省
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進

木材資源の有効利用を図るため、建設工事等
における熱帯材合板コンクリート型枠などの
効率的な利用に努めます。

○会津若松市公共工事環境配慮実
施要領に基づき、型枠の効率的な
利用に努める

会津若松市公共工事配慮実施要領に基づき
、型枠の効率的な利用に努めた。

木材資源の有効利用を図るため、建設工事等
における熱帯材合板コンクリート型枠などの
効率的な利用に努めます。

○会津若松市公共工事環境配慮実
施要領に基づく型枠の効率的な利
用を指導実施する。

○配水管布設及び布設替工事の工事看板に
県産材を使用した

事業者に対しては、使い捨て商品の販売や過
剰包装の自粛を求め、省資源をめざした製品
の開発を促進します。

学校建設において雨
水利用システムを導
入・実施する

教育委
員会

今後鶴城小学校、河東中学校、行
仁小学校改築等の際に導入を検討

建築物におけるエネルギーの効率的利用を図
ります。

継続実施する。本庁舎及び栄町第
二庁舎空調設備運転管理を実施し
、冷暖房温度の適正化を図る。

本庁舎については、目標値20％削減に対し
、22％の削減結果を得ることができた。し
かし、デマンド値については、始業前点検
時に全台を稼動させ点検したことにより、
最大値を更新したことから、平成26年度か
らは十分留意していきたい。栄町第二庁舎
については、目標値20％に対し、19.3％と
若干下回ったものの、ここ数年、夏場の高
温と冬場の低温により空調の稼働時間の増
加している中で、ほぼ目標値を達成するこ
とができた。

建築物におけるエネルギーの効率的利用を図
ります。

引き続き、更新時期を迎えるシス
テムのサーバーの集約・最適化に
より消費電力の削減を図る。また
、昼休み時にパソコンをスタンバ
イに、長時間使用しないときはシ
ャットダウンをするよう全職員に
通知し、節電対策を行う。

クラウド環境を利用することにより、サー
バー台数の削減を行った。パソコンを導入
する際には、より省電力で稼働するノート
パソコンを導入することにより、節電対策
を実施した。

建築物におけるエネルギーの効率的利用を図
ります。

学校建設において太
陽光発電システムを
導入する

教育委
員会

今後鶴城小学校、河東中学校、行
仁小学校改築等の際に導入を検討
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

127 194

エコドライブの推進 市民部 環境生活課

128 195

市民部 環境生活課

129 196

市民部 環境生活課

129 197

水道週間街頭ＰＲ 水道部 水道部総務課

129 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

130 198

全庁 各課

130 199

省ｴﾈﾙｷﾞｰの推進 建設部 建築課

200

市民部 防災安全課

201

市民部 防災安全課

131 202

農政部 農政課

①　自然（再生可能）エネルギーの導入

132 203

市民部 環境生活課

133 204

新ｴﾈﾙｷﾞｰの導入促進 建設部 建築課

133 205

建設部 下水道課

アイドリングストップ等エコドライブの普及
啓発活動に努めます。

○新採用職員向けのエコドライブ
講習会を実施予定（後期研修の一
環）
○市政だより６月１日号及び11月
１日号でエコドライブ記事を掲載
予定
○エコドライブ推進員増員（５月
に任命予定）
○導入予定の電気自動車を使い、
市民向けのエコドライブ講習会を
開催予定

○新採用職員後期研修において、エコドラ
イブ講習会を実施した。
○市政だより６月１日号及び11月１日号に
おいて、エコドライブ宣言者募集の記事を
掲載した。また、市ホームページにおいて
も継続的に募集した。
○エコドライブ講習会は開催しなかった。

市民一人ひとりが日常生活のあり方を見直し
、省エネルギー型の生活が実践できるよう普
及・啓発に努めます。

事業所ISOの普及啓発 ○７月中に事業者向け省エネルギ
ーセミナーを開催予定
○市政だより６月１日号で省エネ
ルギー診断の募集予定

○８月８日に、事業所向け省エネルギーセ
ミナーを開催した（参加者10名）
○市政だより６月１日号において、無料省
エネルギー診断を案内した。
○市有施設において省エネ診断を実施した
。

市民一人ひとりが日常生活のあり方を見直し
、省エネルギー型の生活が実践できるよう普
及・啓発に努めます。

学校版・家庭版環境
ISOの普及

○環境フェスティバルにおいて、
各学校の取り組み状況等を、壁新
聞形式で発表し、情報交換を行う
。
○更新対象校（20校）の更新審査
を実施。
○もったいない倶楽部と県の新規
事業（仮称「エコチャレンジ事業
」）との連携を図り、もったいな
い倶楽部会員の増員を図る。

○環境フェスティバルにおいて、各学校の
取り組み状況等を、壁新聞形式で発表し、
情報交換を行った。（参加校27校）
○更新審査を実施し、更新対象校（20校）
すべてが認定となった。
○市政だより６月１日号及び市ＨＰ上にお
いて、もったいない倶楽部参加者を募集し
た。

市民一人ひとりが日常生活のあり方を見直し
、省エネルギー型の生活が実践できるよう普
及・啓発に努めます。

○児童生徒作品展及び表彰式　 ○
東山ダム周辺クリーン作業

○児童生徒作品展
場所：会津若松市生涯学習総合センター「
會津稽古堂」１階市民ギャラリー
市内および、湯川村、大熊町の小中学生図
画・習字・作文・標語の作品で会津若松市
長賞、会津若松市議会議長賞、会津若松市
教育委員会教育長賞、会津管工事協同組合
理事長賞、会津若松市水道事業管理者賞の
入賞作品５８点の展示
※応募作品総数　５，２１９点
入賞作品数　　　　２１５点
○表彰式
場所：会津若松市生涯学習総合センター「
會津稽古堂」１階ホール
会津若松市長賞、会津若松市議会議長賞、
会津若松市教育委員会教育長賞、会津管工
事協同組合理事長賞、会津若松市水道事業
管理者賞の授与
○東山ダム周辺クリーン作業
東山ダムの周辺を水道部職員が中心となり
ボランティアで清掃（水道部職員15名、㈱
ジェネッツ6名、㈱会津若松アクアテクノ25
名、会津若松管工事協同組合46名）収集実
績60kg（可燃物40㎏、不燃物20㎏）

市民・事業者に省エネルギーを呼びかけると
ともに、市自らも施設における省エネルギー
対策に積極的に取り組みます。

学校版・家庭版環境
ISOの普及

市民・事業者に省エネルギーを呼びかけると
ともに、市自らも施設における省エネルギー
対策に積極的に取り組みます。

省エネルギー対策の
実施

今後もパソコン、照明などの電気
使用量の節約に努める。

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

鶴城小学校新築工事等で省ｴﾈﾙｷ
ﾞｰに配慮し整備します。

鶴城小学校校舎、屋内運動場実施設計
において、LED等高効率照明器具や高効
率冷暖房器具を採用するなど省エネル
ギーに配慮した施設整備を進めた。

LED防犯灯設置事業 ○LED公設防犯灯を設置する
○町内会に対してLED防犯灯を推進
する

○町内会設置防犯灯198灯中182灯がLED防犯
灯となり、一層の設置が図られた。
○公設防犯灯5灯についLED防犯灯を設置し
た。

公共施設防災機能整
備事業

設置場所：北会津支所地内
導入設備：太陽光パネル30ｋＷ
選定理由：地区防災拠点施設に位
置づけ
その他：平成26年度以降の設置施
設を検討する。

北会津支所に太陽光パネル30ｋＷ、蓄電池
付きを整備し、大規模災害が発生した場合
の代替電源の整備を図った。
　なお、平成26年度に水道部への設置施設
を行う。

輸送に伴う環境への負荷低減の観点から、地
産地消運動を推進します。

地産地消運動推進事
業

○地産地消まつり、地産地消月間
におけるイベントの開催を始め、
地産地消だよりの発行などによる
、地元農産物の安定供給と消費拡
大、安全・安心な農産物の生産の
推進を図る。

○地産地消まつり、地産地消月間における
イベントの開催を始め、地産地消だよりの
発行などによる、地元農産物の安定供給と
消費拡大、安全・安心な農産物の生産の推
進を図った。

 

（
４
）
新
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ネ
ル
ギ
ー
の
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進

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

自然エネルギーの有
効活用を図るための
情報の収集･活用の検
討

○スマートコミュニティの取り組
みにおいては、実施計画を基に、
エネルギーの地産地消や電気自動
車等の導入を進めていく。
○ＧＮＤ基金による補助を活用し
た太陽光発電及び蓄電池の設置に
ついて、H25年度は北会津支所に設
置し、今後の他の施設に展開する
上での状況の見極めにも役立てて
いく。
○その他、小水力や地中熱など、
様々なエネルギーの活用可能性に
ついて、情報を収集していく。

○公用車に電気自動車４台、市庁舎に急速
充電池１基、普通充電器２基、V２Hシステ
ム２基を導入し、電気自動車の有効性の周
知と環境意識の啓発に努めた。
○北会津支所に太陽光発電３０Kｗｈ設備を
導入し、率先実行に努めた。
○市内における小水力発電事業の可能性調
査を行い、適地情報を公開することで、民
間事業者の設備促進を図るべく、２６年度
予算に調査委託料を計上した。

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

北会津支所において福島県再生
可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入等による防災拠
点支援事業を実施します。

北会津支所に防災拠点として新エネル
ギーである太陽光発電　出力30ｋＷ、
蓄電池付きを整備した。

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

消化ガスや汚水管の
熱の利用

○消化ガス発電の事業実現に向け
、実施設計及び平成26年度の竣工
に向けて工事に着手する。

○消化ガス発電の事業実現に向け、実施設
計及び平成26年度の竣工に向けて工事に着
手し、平成27年度当初よりの発電を目指す
事とした。
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

134 206

下水汚泥の有効利用 建設部 下水道課

134 207

水道部 施設課

134 208

市民部 環境生活課

②　その他の新エネルギー等の導入

135 209

市民部 環境生活課

136 210

市民部 環境生活課

137 211

低公害車の普及促進 全庁 各課

再掲 市民部 環境生活課 再掲 再掲

138 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

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　温室効果ガスの排出抑制

139 212

市民部 環境生活課

140 213

市民部 環境生活課

141 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

②　二酸化炭素吸収源の保全・創出

142 再掲 市民部 環境生活課 再掲 再掲

144 再掲国土緑化推進事業 農政部 農林課 再掲 再掲

144 再掲 農政部 農林課 再掲 再掲

143 再掲 建設部 各課 再掲 再掲

144 214

建設部 建築課 予定なし なし

144
再生紙の利用を促進します。

再掲
グリーン購入の実施 全庁 各課

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

○下水道汚泥については、今後も
放射能濃度を確認しながら、ｺﾝﾎﾟｽ
ﾄ（汚泥の肥料化）等としての有効
利用を促進する。

○下水道汚泥については、今後も放射能濃
度を確認しながら、ｺﾝﾎﾟｽﾄ（汚泥の肥料化
）としての有効利用を促進するため、放射
能濃度の低下を確認し、市民への無料配布
をH25年7月5日より再開した。

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

浄水汚泥ケーキの減
量及び有効活用

○放射能濃度を確認しながら有効
利用可能な濃度となれば、再生材
等としての有効利用を目指す。

放射濃度が高く、再生材等としての有効利
用が出来なかった。

新エネルギーに関する情報の提供を図り、導
入を促進します。

太陽光発電や風力発
電など自然エネルギ
ーの有効活用を図る
ための情報の収集･活
用の検討

○電気自動車を公用車として導入
することにより、地球温暖化防止
の推進に向けた先導的な役割を担
うとともに、市民の環境意識の啓
発に役立てていく。
○風力発電においては、今後も市
民向けの情報を発信し、自然エネ
ルギーの有効利用に関する啓発や
、不安感を持つ方の解消に努める
。
○住宅用太陽光発電システムの設
置する場合には、費用の一部補助
を実施する。

○電気自動車を公用車として導入すること
により、地球温暖化防止の推進に向けた先
導的な役割を担うとともに、市民の環境意
識の啓発に努めた。
○風力発電について、市民向けの情報を発
信し、自然エネルギーの有効利用に関する
啓発や、不安感を持つ方の解消に努めた。
○住宅用太陽光発電システムの設置補助を
行い、普及促進に努めた。

天然ガスコジェネレーションシステム 、ヒー
トポンプシステム などの導入を検討します。

新エネルギー導入の
検討

○最新の機器等の情報を収集し、
導入の可能性などについて検討を
行う。

○新エネルギーの最新機器情報収集に努め
た。引き続き導入可能性についての検討を
継続していく。

木質ペレットやＢＤＦ、廃熱の利用を検討し､
導入に努めます。

バイオマス利活用の
検討

○河東工業団地内の木質バイオマ
ス発電所で発電した電気を市の一
部の施設において買電し、地産地
消を行う。
○菜の花プロジェクトにより、Ｂ
ＤＦの利活用を図る。

○スマートコミュニティの取り組みにおい
て、河東工業団地内の木質バイオマス発電
所で発電した電気を市の施設で買電する地
産地消を実行した。
○バイオマスタウン構想に基づく菜の花フ
ェスティバル実行委員会により、菜の花や
ＢＤＦ燃料を利用した事業を行った。
○バイオマスの更なる利活用のため、会津
若松市バイオマス活用推進計画を新たに策
定した。

ハイブリッド車や天然ガス車等のクリーンエ
ネルギー自動車の導入に努めます。

省エネルギー型の車両の使用を心がけた。
ハイブリット車1台のバッテリー修理を行い
、継続して使用できるようにした。（選挙
管理委員会）

電気自動車推進事
業

温度差エネルギーなどのリサイクル型エネル
ギーの導入を検討します。

新エネルギー導入の
検討

（
１
）
地
球
温
暖
化
防
止
対
策
の
推
進

2010年度までに1990年レベルから8％削減する
という福島県地球温暖化対策推進計画による
目標達成のために電気やガス、石油類の省エ
ネルギー対策、ごみの減量、自動車排出ガス
対策等により、二酸化炭素の排出抑制に努め
ます。

地球温暖化対策推進
実行計画(区域施策編
)の策定

　環境基本計画の改訂にあわせ、
地球温暖化対策推進実行計画（区
域施策編）を策定する。
市民の省エネに対する意識高揚の
ため，市政だよりやＨＰ等での広
報に努める。

第２期環境基本計画を策定し、その基本目
標３を「会津若松市地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）」として位置づけた。
また、第２期環境基本計画概要版を市政だ
より４月１日号に同時配付するものとした
。

市の施設から排出される二酸化炭素の排出量
を2004年度と比較して2010年度までに3.1％削
減を図ります。

地球温暖化対策推進
実行計画

地球温暖化対策推進実行計画（第
二期）に基づき、引き続き省エネ
ルギーの取り組みを推進する。

平成24年度の市の施設から排出された二酸
化炭素の排出量は約18,333㌧－CO2であり、
「21年度比で年平均1％減」の目標達成に至
らなかった。エネルギー使用量が増加傾向
にあり、さらに電気使用に伴うCO2排出係数
も増加しているため、CO2の削減は難しい状
況になっている。

太陽光発電や風力発電などの新エネルギーの
導入を推進します。

自然エネルギーの有
効活用を図るための
情報の収集･活用の検
討

森林・緑地を保全するとともに、新たな緑地
空間の創出に努めます。

学校版・家庭版環境
ＩＳＯの普及

森林・緑地を保全するとともに、新たな緑地
空間の創出に努めます。
森林・緑地を保全するとともに、新たな緑地
空間の創出に努めます。

森林整備地域活動交
付金事業

公共工事における熱帯材型枠等の効率的な利
用を促進します。

公共工事環境配慮実
施要領に基づく指導

公共工事における熱帯材型枠等の効率的な利
用を促進します。

熱帯材型枠等の効率
的利用

今後もリユース紙の積極的使用に
努める。

再生紙の購入を基本とした。リユース紙を
極的に使用し、他課の提供依頼にも対応し
た。

（
２
）
環
境
教
育
及
び
学
習
の
推
進

①　「環境マネジメントシステム－ＩＳＯ14001」の推進
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

145 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

②　環境教育及び学習の促進

146 再掲 市民部 環境生活課 再掲 再掲

147 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

148 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

149 215

森林環境学習事業 学校教育課

149 216

農政部 農政課

150 再掲

こどもエコクラブ 市民部 環境生活課 再掲 再掲

151 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

152 217

市民部 環境生活課

153 再掲 市民部 環境生活課 再掲 再掲

154 再掲環境大賞の実施 市民部 環境生活課 再掲 再掲

155 再掲
森林環境学習事業 学校教育課 再掲 再掲

156 再掲
各公民館 再掲 再掲

③　情報の収集及び情報の提供

157 218

情報収集 市民部 環境生活課

158 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

159 再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

160 219 資料整備事業 環境関連図書の購入に努める。 環境関連図書の購入を図った。

161 220
ホームページの充実 市民部 環境生活課

④　市民活動の支援

162 再掲環境大賞の実施 市民部 環境生活課 再掲 再掲

163 再掲環境大賞の実施 市民部 環境生活課 再掲 再掲

164 再掲環境大賞の実施 市民部 環境生活課 再掲 再掲

165 再掲
市民部 環境生活課 再掲 再掲

166 再掲 市民部 環境生活課 再掲 再掲

①　有害化学物質の調査・指導

167 再掲情報収集の実施 市民部 環境生活課 再掲 再掲

168 221

市民部 環境生活課

再掲環境放射線調査事業 市民部 環境生活課 再掲 再掲

再掲
市民部 環境生活課 再掲 再掲

再掲

総務部 総務課 再掲 再掲

222

健康増進課

224
健康増進課

225
健康増進課

（
２
）
環
境
教
育
及
び
学
習
の
推
進

「学校版環境ＩＳＯ」や「家庭版環境ＩＳＯ
」、さらには「省エネルギーに関する講座」
等の開催により市全体へ波及させながら、環
境マネジメントシステムのＰＤＣＡサイクル
を回すことで、環境保全・創造に向けた継続
的な改善を促進していきます。

学校版・家庭版環境
ＩＳＯの普及

「学校版環境ISO」や「家庭版環境ISO」の取
り組みを推進します。

学校版・家庭版環境
ＩＳＯの普及

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

各種環境教室・講座
等の開催

幼稚園や保育所、小中学校等における環境教
育の充実に努めます。

各種環境教室・講座
等の開催

幼稚園や保育所、小中学校等における環境教
育の充実に努めます。

教育委
員会

県の森林環境交付金を活用し、公
立小中学校全校の総合的な学習の
時間、社会科、理科、生活科、技
術家庭科及び学校行事等において
、森林や樹木にかかわる学習活動
を実施し、森林環境についての理
解の促進を図っていく。

全ての小・中学校において、森林環境交付
金を活用し、総合的な学習の時間や教科、
学校行事等において、「森林と親しむ活動
」や「森林が果たす役割についての学習」
など自然と触れ合う活動を通して、森林の
役割についての理解を深めることができた
。

自然公園や市民農園など自然教育・学習に利
用できる場の充実、施設利用を通した環境に
関する学習機会の提供に努めます。

市民農園等設置運営
事業

○農作業の体験等をとおして、自
然環境や農業への理解を深める。
・市民農園　90区画
・ふれあい農園等　6名（56区画）

○農作業の体験等をとおして、自然環境や
農業への理解を深めた。
・市民農園　103区画
・ふれあい農園等　6名（56区画）

「こどもエコクラブ」の会員拡大に努めます
。

「こどもを対象とした環境教室」や「エコド
ライブ講習会」「省エネルギーに関する講座
」、出前講座等の開催を通して、環境保全の
ための人材育成に努めます。

各種環境教室・講座
等の開催

市政だよりの活用やパンフレットの作成・配
布などの広報活動を通じて、環境に関する情
報の提供に努めます。

広報活動による情報
提供

〇市政だより、ホームページ、FM
あいづを利用し、環境関連の情報
について広報を行う。

年間をとおして、市政だよりやホームペー
ジ、FMあいづで環境イベントの広報や、環
境に関する情報の提供等を行った。特に、
電気自動車の導入やスマートコミュニティ
に関する情報など、今後市が取り組む環境
施策についての情報提供に努めた。

環境フェスティバルなど、市民が考え行動す
る行事を積極的に推進します。

環境フェスティバル
の開催

地域の緑化、清掃活動など、環境保全団体の
自主的な活動の支援に努めます。
市内公立小中学校を対象に、森林を保全して
いこうとする態度を養う森林環境学習を実施
します。

教育委
員会

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

環境関連社会教育事
業の実施

教育委
員会

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

○状況に応じて国や県から情報を
収集し、市政だより・ホームペー
ジ等で広く情報の提供に努める。

ＰＭ2.5に関する市民の関心が高まったこと
から、国や県からの情報をホームページ上
に公開するなどの情報提供を行った。、

市政だより、啓発用パンフレット、テレビ、
インターネット等のメディアを通じて、環境
の保全等に関する各種行事や自然公園等の利
用に関する情報を提供します。

広報活動による情報
提供

「会津若松市の環境」を作成し、市内の環境
の状況や大気、水質の測定結果等を市民・事
業者に公表します。

「会津若松市の環境
」の発行等による情
報提供

図書館等において、環境関連図書や資料等、
環境情報の充実に努めます。

教育委
員会

生涯学習総合
センター

各種の環境情報をデータベース化し、市民や
事業者が利用できる環境情報システムの整備
を検討します。

○ホームページによる情報の提供
に努める。

各自事業について、常に最新情報が見れる
ようホームページの更新を行った。

市民や学校、町内会等が行う環境保全に関す
る活動の支援に努めます。
環境ボランティアや環境NPO等が行う環境保全
に関する活動の支援に努めます。
環境保全活動を積極的に行っている市民や団
体、事業所を環境大賞にて顕彰します。
事業活動による環境への負荷低減のため、事
業者に対し、ISO14000シリーズなどの導入を
働きかけます。

事業所ISOの普及啓発

環境保全活動の中心となる人材の育成に努め
ます。

各種環境教室・講座
等の開催

（
３
）
そ
の
他
の
新
た
な
環
境
問
題
対
策

工場・事業所などにおいて有害化学物質の使
用・排出実態の把握に努めます。
有害化学物質の安全管理に関する情報の提供
、指導の充実を図ります。

アスベストの除去対
策と市民への情報提
供

市民への情報提供に努める。
県や庁内各部局、市民から情報を
収集し、アスベストの適正管理の
確認・指導を行う。

各自事業について、常に最新情報が見れる
ようホームページの更新を行った。

「会津若松市の環境
」の発行等による情
報提供
庁舎敷地内の放射線
量の測定

食品等放射能検査事
業

健康福
祉部

国・県から貸与された放射能簡易
分析装置を本庁含む6施設に設置し
市民の自家消費農作物の放射能検
査を実施

国・県から貸与された放射能簡易分析装置
を本庁含む6施設に設置し市民の自家消費農
作物の放射能検査を実施した。平成25年度
実績 579件

飲用地下水の放射性
物質モニタリング事
業

健康福
祉部

食品等放射能検査事業で飲用地下
水等の検査も実施可能なことから
、そちらの事業に移行

食品等放射能検査事業で飲用地下水等の検
査を行った。

水道事業における放
射性物質モニタリン
グ事業

健康福
祉部

簡易水道事業の放射性物質のモニ
タリング調査を隔週で実施

簡易水道事業の放射性物質のモニタリング
調査を隔週で実施
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№ 環境施策 実施課目
的 実施事項(事業名)

実施
部門

平成25年度の取り組み「計画」 平成25年度の取り組み「実績」

再掲

農政部 農林課

再掲
建設部 下水道課 再掲 再掲

226

こども保育課

227

学校教育課

②　オゾン層破壊物質の排出抑制

169 228

市民部 廃棄物対策課

170 229

市民部 廃棄物対策課 ○自動車リサイクル法に基づく排出指導

171 再掲
市民部 環境生活課 再掲 再掲

172 再掲
市民部 環境生活課 再掲 再掲

③　ダイオキシン類発生対策の推進

173 野焼きの禁止の徹底を図ります。 再掲 農政部 農政課 再掲 再掲

174

野焼きの禁止の徹底を図ります。

230

市民部 環境生活課 再掲 再掲

174 231

市民部 市民課

175 再掲

市民部 廃棄物対策課 再掲 再掲

④　環境ホルモン対策の推進

176

情報の収集に努めます。

再掲

情報収集の実施 市民部 環境生活課 再掲 再掲

177 再掲

情報収集の実施 市民部 環境生活課 再掲 再掲

⑤　窒素酸化物等の排出抑制

178 再掲

環境保全協定締結 市民部 環境生活課 再掲 再掲

179 再掲

低公害車の普及促進 市民部 環境生活課 再掲 再掲

再掲

市民部 環境生活課 再掲 再掲

180 再掲

総務部 人事課 再掲 再掲

180 232

⑥　監視・調査研究の推進

180 再掲
情報収集の実施 市民部 環境生活課 再掲 再掲

181 233

酸性雪調査 市民部 環境生活課

林産物関係モニタリ
ング調査用務

４月より週１回、野生きのこや栽
培きのこ及び山菜・たけのこ（出
荷予定）は出荷前に随時、モニタ
リング調査を県に依頼して実施す
る。

○４月より週１回、野生きのこや栽培きの
こ及び山菜・たけのこ（出荷予定）は出荷
前に随時、モニタリング調査を県に依頼し
て実施した。

下水浄化工場周知地
域の環境放射線量の
測定
保育所給食食材検査
事業

健康福
祉部

平成24年度同様、保育所給食で使
用する食材の放射線量の測定を行
い、測定結果を市のホームページ
等により公表する。
検査実施予定：22施設×3検体×12
月＝792検体

保育所給食で使用する食材の放射線量の測
定を行い、測定結果を市のホームページ等
により結果を公表しました。
実施結果：22施設×3検体×12月＝792検体

学校給食食材検査事
業

教育委
員会

学校給食で使用する食材の放射線
量の測定を継続して行い、測定結
果を公表する。
検査実施予定　25年4月～26年3月
検査予定検体数：約730

学校給食で使用する食材の放射線量の測定
を行い、測定結果を市のホームページ等に
より公表した。
検査日・延べ208日×1～3検体/日＝614検体
（すべて検出下限値未満。）

冷蔵庫・冷凍庫、エアコンの廃棄に当たって
は、家電リサイクル法に基づき適正に処分す
るよう指導します。

家電リサイクル法に
基づく排出指導

○家電リサイクル法に基づく排出
指導
○適正処理方法等を「ごみ・資源
物排出カレンダー」等に掲載し、
啓発を図る

○家電リサイクル法に基づく排出指導
○適正処理方法等を「ごみ・資源物排出カ
レンダー」等に掲載し、啓発を図る
○ホームページに家電の処理方法を掲載
○違法な業者によるトラブルが起こらない
よう、注意喚起を実施。

自動車の廃棄に当たっては、自動車リサイク
ル法に基づき適正に処分するよう指導します
。

自動車リサイクル法
に基づく排出指導

○自動車リサイクル法に基づく排
出指導

国・県と連携し、脱フロン化や代替物質の転
換技術の情報提供を行います。

「会津若松市の環境
」の発行等による情
報提供

有害紫外線による健康被害の防止の啓発を通
して、市民のフロンに対する意識啓発を図り
ます。

「会津若松市の環境
」の発行等による情
報提供

農業用使用済プラス
チック適正処理事業
野焼き禁止の周知と
パトロールの実施

ダイオキシン類の調査を行い、その対策を検
討します。

環境中のダイオキシ
ン類の調査

○継続して実施する。（３号炉の
予定）

3号炉の調査を実施した。
結果は基準値内で問題なし。

ごみ焼却処理施設等からのダイオキシン類の
発生抑制を推進します。

焼却施設のダイオキ
シン類対策

国・県と連携し、環境ホルモンの使用抑制に
ついて検討します。

工場・事業場から排出されるばい煙に対する
窒素酸化物や硫黄酸化物等の排出抑制指導な
どを引き続き推進します。

自動車排出ガス対策として、公共交通機関の
利用促進や自転車の利用推進等によりマイカ
ー利用の抑制や低公害車の導入を促進します
。

電気自動車推進事
業

自動車排出ガス対策として、公共交通機関の
利用促進や自転車の利用推進等によりマイカ
ー利用の抑制や低公害車の導入を促進します
。

マイノーカーデー事
業

自動車排出ガス対策として、公共交通機関の
利用促進や自転車の利用推進等によりマイカ
ー利用の抑制や低公害車の導入を促進します
。

ノーカーへの協力依
頼

教育委
員会

生涯学習総合
センター

来館者や講座受講生に対し、相乗
りでの来館や、公共交通機関の利
用を呼びかける。

主催事業募集の際や講座受講生に対して、
公共交通機関の利用を呼びかけた。

国、県などの関係機関との連携により、酸性
雨による水質、土壌、生態系への影響等の調
査を実施します。
市民に酸性雨等の測定結果を公表し、酸性雨
に対する意識啓発を行います。

○東北都市環境問題対策協議会の
共同調査により酸性雪調査を実施
する。
○調査結果を、「会津若松の環境
」に掲載する。

〇平成25度の酸性雪調査を実施した。
〇平成24年度調査の結果を平成25年度版「
会津若松市の環境」に掲載した。
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