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政策分野２２　低炭素・循環型社会
目指す姿

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

環境負荷の低減

施策２

ごみの減量化

施策３

廃棄物の適正な処理

１　政策分野の進捗状況
重要業績評価指標の達成状況

指標名 単位 説明又は計算式

1

再生可能エネルギー発電施設の設備容量 kW

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 231,911 234,058 236,205
279,467

実績 228,788 - -

2

ごみの総排出量（ひとり１日あたり） ｇ

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標
1,083 1,062 1,031

970

実績
1,231 - -

政策目標３　安心、共生のくらしづくり/政策６　人と豊かな自然との共生

省エネルギーや再生可能エネルギーが普及し、資源循環型のライフスタイルが根付く、環境への負荷が少
ないまち

関連するSDGs17のゴール

快適で豊かなくらしを実現できるよう、省エネルギーや再生可能エネルギーの普及促進をは
じめとする環境施策を推進し、自然・生活・経済の調和のとれたライフスタイルを実現しま
す。

　循環型社会の実現に向けた３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の取組のうち、そも
そもごみが発生しないライフスタイルを目指し、２Ｒ（リデュース、リユース）を重点的に
推進していきます。また、リサイクルを継続して行うことにより、資源の有効活用とごみの
最終処分量の減量化を図ります。

　廃棄物の収集運搬の充実、広域的な廃棄物処理及び廃棄物処理施設の高度化などの取組によ
り、効率的な廃棄物処理を推進します。

再生可能エネルギー発電施設(太陽光、風力、 水力、バイオマス)の設備容量

恵まれた風況や立地条件等により、再生可能エ
ネルギー施設の設置実績は順調に推移している
。

ごみ総排出量（燃やせるごみ＋燃やせないごみ＋リサイクル）÷現住人口÷年間日数

令和３年度はごみ減量化の取組により、前年度
と比較して減少したものの同年度の目標値を約
14％上回っており、より一層のごみの分別と減
量について浸透を図る必要がある。



２　施策の評価
施策１ 環境負荷の低減

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

快適で豊かなくらしを実現できるよう、省エネルギーや再生可能エネルギーの普及促進をは
じめとする環境施策を推進し、自然・生活・経済の調和のとれたライフスタイルを実現しま
す。

【１】環境基本計画の推進
・「会津若松市環境基本条例」第３条の基本理念に基づき、様々な環境施策を総合的かつ計
画的に推進するため、平成11年に「会津若松市環境基本計画」を、平成26年には「第2期環境
基本計画」を策定し、さらに平成30年度の計画の中間見直しにより、国や県などの動向をは
じめ、市の諸計画やこれまでの取組の進捗状況等を踏まえ、より実効性が高いものとした。
・進捗状況は環境審議会等で報告するほか、「会津若松市の環境」にまとめてホームページ
で公表している。
【２】地球温暖化対策の推進
・平成18年度に「地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」を策定し、以後、排出量の
把握と、省エネ化などの削減に関する取組を行ってきた。
・令和３年12月に、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を行い、2050年までに二酸化炭素
などの温室効果ガス排出量を実質ゼロ（脱炭素）にすることに全市一丸となって取り組む決
意を表明した。令和４年２月には、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を踏まえ、国の計
画に準じて、「第４期地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」を策定した。
・平成25年度に第２期環境基本計画の策定に併せて「地球温暖化対策実行計画（区域施策編
）」を策定し、事業者や家庭を含む市域全体の温室効果ガス削減に取り組んでいる。（平成
31年3月改訂）
【３】再生可能エネルギーの推進
・太陽光発電設備等、市の施設へ再生可能エネルギー設備の率先的導入を行った。
・平成26年度に実施した小水力発電事業可能性調査業務をはじめ、事業者に対する情報提供
や手続き支援を行った。
・住宅用太陽光発電システム等設置補助制度による一般家庭における太陽光発電の導入促進
に取り組んだ。
・平成31年2月に横浜市、令和３年９月に京都市と、「再エネの創出・導入・利用拡大に関す
ること」や「脱炭素化の推進を通じた住民・地域企業主体の相互の地域活力の創出に関する
こと」を内容とする連携協定を締結した。



課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】環境基本計画の推進
・第２期環境基本計画の環境目標のうち、平成30年度の中期目標値を達成したものは約1/4あ
る一方、環境関連イベントの参加者数等については、更なる推進が必要であることから、各
事業において啓発を強化し、市民・事業者・行政の連携・協働を推進する。
・ゼロカーボンシティ会津若松宣言を踏まえ、市民・事業者と一体となり第３期環境基本計
画の策定に取り組む。その経過の中で、ワークショップや低炭素化推進セミナー等を活用し
、事例や各種補助制度等の市民や事業者への周知も行い、省エネルギーや再生エネルギーの
普及促進に努める。
【２】地球温暖化対策の推進
・ゼロカーボンシティ会津若松の実現のため、宣言の内容について市政だよりやホームペー
ジ、環境フェスタ、出前講座、事業者との意見交換の場を通じて広く周知する。また、周知
の方法について、ロゴや動画の作成等の効果的な手法を構築する。
【庁内】
・「第４期地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」の目標達成に向けて、市役所内に
おける省エネ化・電化・再エネ化等に、庁内一体となって取り組む必要があることから、庁
内における取組状況の把握と取組の効果の検証、有効な取組の共有を行う。
【市域】
・現行の「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の目標達成に向けて取り組むとともに
、ゼロカーボンシティ会津若松宣言を踏まえた、新たな計画策定を行う必要があることから
、「地域版環境マネジメントシステム」、「低炭素化推進セミナー」について、手法や枠組
の再編・改善を検討するとともに、市民・事業者との意見交換を行い、新たな「地球温暖化
対策実行計画（区域施策編）」の策定作業を行う。
・「脱炭素先行地域」選定への応募について検討していく。
【３】再生可能エネルギーの推進
・ゼロカーボンシティ会津若松宣言を踏まえ、使用するエネルギーを、再生可能エネルギー
へと移行させるため、「省エネ」・「電化」・「再エネの地産地消」をそれぞれ推進してい
く。その手法の一つとして、これまで行っていた、住宅用太陽光発電システム等設置補助金
交付事業等の内容の拡充を検討する。また、会津若松商工会議所等と連携しながら、水素の
導入及び利活用について検討していくとともに、公用車として燃料電池自動車の導入につい
ても検討していく。
・本市の送電線の容量の事情により、高圧以上での送電が困難になっていることから、送電
線への影響が少ない、自家消費の推奨や、送電線容量拡充に対する支援の要請を行う。
・複数の民間事業者が再生可能エネルギー発電の事業計画を進めており、引き続き情報提供
や手続への協力などの支援を行う一方、自然環境や生活環境の保全に配慮した計画となるよ
う、庁内連携の強化を図りながら、民間事業者への助言・指導等を行っていく。
・横浜市及び京都市との再エネ連携協定に基づき、両市の再生可能エネルギーの導入等に関
する先進的な取組について業務の参考とするともに、両市の市民・事業者との交流について
促進する。



施策２ ごみの減量化

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

　ごみの減量化は、資源物の分別が基本となることから、容器包装リサイクル法やプラスチ
ック資源循環促進法等に基づき、出来る限り多くの品目について、リサイクルに取り組んで
いく。
　また、ごみ総排出量の減少には、リデュースとリユースが不可欠であるが、燃やせるごみ
に資源物が多く混入していることから、リサイクルの徹底が重要な段階である。
　そのため、これまでの資源物集団回収や、ごみ減量化事業補助金の利用に加えて、「全市
一斉ごみ減量運動」として、ごみステーションでの職員による排出説明の実施、地域での「
ごみ分別・減量説明会」開催などの市民と直接対話する取組や、事業所への事業系ごみ適正
排出の説明会の開催を通して、ごみ減量化に向けた意識啓発を進め、市民・事業者・市が一
体となった、燃やせるごみの減量化対策を実施していく。

【１】分別資源物回収
・ごみ減量化の基本となる資源物の分別推進のため、雑がみ専用保管袋を配布するとともに
、古着拠点回収、使用済小型家電イベント回収を開始した。
【２】ごみ減量化推進
・集団回収実施団体に奨励金を交付する資源物回収事業や、町内会向けの資源物保管庫設置
補助を実施し、リサイクルを推進した。
・市民・事業者・行政の協働により３Ｒに取り組む「３Ｒ運動推進会議」を設置。平成29年
度に、商工会議所をはじめとした各事業主団体に対し、懇親会等での食品ロス削減に向けた3
010運動への協力依頼を実施した。
・令和３年度より、各家庭の生ごみ処理機購入などに補助を行うごみ減量化事業補助金を拡
充し、刈り草等の重量削減を図るため家庭用堆肥枠を追加した。
【３】給食施設生ごみリサイクル
・平成23年度から、市内学校等の給食施設から排出される生ごみを資源化するため、収集し
、堆肥化を行っている。
【４】緊急減量化対策
・本市のごみの現状や排出方法についてわかりやすく周知するため、ごみ情報紙「へらすべ
ぇ」を年４回発行し、全戸に配布している。
・事業所から排出される事業系ごみの適正排出と減量に向け意識啓発を図るため、「事業系
ごみガイドブック」を作成し、排出事業者等へ配布した。
・令和４年度より、市民・事業者・市が一体となり、燃やせるごみの削減を目指すため、「
全市一斉ごみ減量運動」として、ごみステーションでの職員による排出説明の実施や地域で
の「ごみ分別・減量説明会」開催など、市民と直接対話することで分別徹底や意識啓発を図
る取組を実施している。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】分別資源物回収
・燃やせるごみの減量化とリサイクルの促進のため、雑がみやプラスチック類の分別をさら
に推進する必要がある。そのため、地区説明会の開催や「ごみステーション立会い・排出説
明」の機会を活用し、市民の皆様の疑問に直接答えることで、ごみ減量とリサイクル意識の
向上を図っていく。
・令和４年４月１日施行のプラスチック資源循環促進法に基づき、プラスチック使用製品廃
棄物への対応が必要となる。軟質プラスチックのリサイクルは、広域市町村圏整備組合施設
での処理で対応することを基本とするが、硬質プラスチックについては、市独自での対応が
可能か検証していく。
【２】ごみ減量化推進
・令和３年度の「燃やせるごみ」の組成調査では、資源化可能な紙類やプラスチック類が約4
8％混入している状態であった。そのため、分別の徹底が重要であり、市民、事業者、市が連
携してごみの分別と減量に取り組んでいく。
・資源物回収事業は、リサイクルの推進やごみ減量に向けた意識啓発につながる有効な手法
であるが、少子高齢化や感染症の影響により活動団体数や回収回数が減少している。そのた
め、活動事例の紹介など積極的なPRと資源物保管庫の活用による主催者・参加者の負担の少
ない活動の提案により、新規団体数の増加と活動の活性化を図っていく。
・生ごみの削減はごみ減量化に有効であることから、ごみ減量化事業補助金の補助対象機器
などについて、利用者のニーズを踏まえた検討をしていく。また、自作できる消滅型生ごみ
処理容器などの積極的な情報発信に取り組むことで、総排出量の削減へとつなげていく。　
【３】給食施設生ごみリサイクル
・生ごみのリサイクルはごみ減量化だけでなく、循環型社会の形成にも有効である。そのた
め、リサイクルされた堆肥の学校教育等での活用やリサイクル活動の事例として紹介するこ
とで、市民のごみ減量と循環型社会構築の意識向上へと繋げていく。
【４】緊急減量化対策
・広域市町村圏整備組合が令和８年３月の稼働を目指す新ごみ焼却施設における本市排出割
当量まで、燃やせるごみを削減できない場合には、受入や焼却の制限・遅延により、衛生的
な生活環境の維持に著しい影響が生じる。そのため、「全市一斉ごみ減量運動」を実施する
ことにより、市民・事業者・市が一体となりごみの減量化に取り組んでいくとともに、ごみ
有料化についても検討を続けていく。
・生ごみ、紙ごみ、木くず等の廃棄物を原料としたバイオガス発電を計画している事業者が
あることから、原料調達方法等の課題などについて事業者とともに検討することで、燃やせ
るごみ削減に繋がる可能性を把握していく。
・燃やせるごみの減量化を進めるために、資源物の混入割合をより正確に把握する必要があ
る。そのため生活系と事業系の燃やせるごみについて、本市独自の組成分析を実施していく
。



施策３ 廃棄物の適正な処理

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

　一般廃棄物の適正な処理に向けて、生活系ごみ及びし尿について、継続的・安定的な収集
、運搬、処理、処分を行っていく。
　生活系ごみの収集運搬については、事業者へのGPSを活用した車両運行管理システムへの補
助を通してBCPを確立するとともに、業務日報のデジタル化や収集状況の即時把握について検
討するなど、合理的、効率的な収集運搬体制を構築していく。
　ごみ処理施設の設置、管理及び運営については、共同処理している会津若松地方広域市町
村圏整備組合との計画段階からの情報交換・調整により、将来負担を適切に把握するととも
に、ごみ減量を進めることで負担割合の低減に取り組む。
　し尿くみ取り業務については、令和４年４月からの減車による影響を的確に把握し、し尿
くみ取り業務委託の効率性を検証するとともに、し尿くみ取り手数料の受益者負担の検証も
していく。

【１】廃棄物収集運搬処理
・令和３年度に発災時に災害廃棄物を迅速かつ適正に処理するため「災害廃棄物処理計画」
を改定し、令和４年度に発災初動期の対応手順書の策定を行っている。あわせて、仮置場候
補地（第二候補）のリスト化を行った。
【２】し尿くみ取り
・平成29年度から、排出世帯の負担の公平性を確保するため、「定額制」から「従量制」に
清掃手数料を改定した。令和４年度から受益者負担の適正化のため料金を改定した。
・平成30年度より、清掃手数料の収納率向上のため収納推進員を設置し、滞納対策を強化し
ており、収納率も改善している。
・清掃手数料について、受益者負担の適正化のため、令和４年度に料金を改定した。
・令和４年度から、し尿くみ取り業務に係る車両を減車し、委託車両を各社３台、計６台と
した。
【３】会津若松地方広域市町村圏整備組合事業負担金
・会津若松地方広域市町村圏整備組合に、ごみ及びし尿等の処理量に応じた負担金を支出
・令和元年度に構成市町村がごみ排出量を見直し、新ごみ焼却処理施設の規模変更を決定し
た。また、令和2年度に、各市町村が、ごみ減量実施計画を策定した。
・令和３年度に新し尿処理施設の運転が開始された。また、新ごみ焼却処理施設の整備・運
営について令和８年３月の竣工を目指し工事が進められている。
【４】管理庁舎維持管理
・廃棄物対策課管理庁舎及び設備の保守管理、修繕、改修を計画的に実施している。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】廃棄物収集運搬処理
・ごみの収集運搬について、継続的、安定的な収集体制を維持する。また、粗大ごみの収集
について、外部委託を含め受益者負担、効率性、コスト等の視点から検討する。
・川ざらい土砂の仮置場に余裕がないことから、沼平第３最終処分場への計画的な搬出を実
施していく。
・災害廃棄物処理計画や発災時の初動対応手順書に基づき、市民や事業者への周知、職員を
はじめとした関係者への訓練などを進めていく。
【２】し尿くみ取り
・下水道の普及等により、し尿くみ取り量の減少傾向が続くことから、効率的なし尿くみ取
り業務の実施と、事業者への支援等を通して業務の安定を図っていく。あわせて、手数料の
適正な受益者負担の検討を進める。
・滞納対策の実施により、収納率について、過年度分は平成29年度は36.98％であったが令和
３年度は51.20％へ、現年度分は平成30年度は95.93％に対して令和３年度は97.50％へ、改善
させることができた。引き続き徴収率向上のため、滞納対策に取り組んでいく。
【３】会津若松地方広域市町村圏整備組合事業負担金
・新ごみ焼却施設の整備にあたり本市の排出割当量が定められ、ごみ削減率に応じて負担金
も変動することから、同組合で策定した「ごみ減量実施計画」に基づき、ごみ減量に取り組
む必要がある。そのため、本市の負担を軽減し持続性のある市民サービスを提供するため、
雑がみやプラスチック類の分別徹底、古着の拠点回収などの取組によりごみの減量化を図っ
ていく。
・大規模な施設整備が行われており、市の財政負担等に与える影響が大きいことから、整備
の検討に積極的に参加し施設のあり方や規模、財政負担等について、協議していく。
【４】管理庁舎維持管理
・現在の廃棄物対策課管理庁舎は老朽化等様々な課題があり、整備組合による廃棄物処理施
設の整備と連動して移転が必要となることから、費用対効果等を踏まえ施設のあり方を検討
していく。



３　関連する政策分野と事務事業
政策分野 事務事業名 担当部・課名

40-1 公共施設マネジメントの推進 財務部・公共施設管理課

11-1 会津材循環利用促進事業 農政部・農林課

４　施策の最終評価

・政策分野22「低炭素・循環社会」の推進にあたっては、「２　施策の評価」に従い取り組むこと。

・施策１「環境負荷の軽減」については、令和３年12月に行った「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を
踏まえ、「第３期環境基本計画」の策定に取り組んでいく。
・地球温暖化対策では、「第４期地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」に基づき、市が率先して
脱炭素化に取り組むとともに、市民・事業者と連携しながら、市域全体の脱炭素化に向け、「地球温暖化
対策実行計画（区域施策編）」の策定に取り組んでいく。
・また、再生可能エネルギーの推進にあたっては、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を踏まえ、子育
て世帯への補助事業の拡充や水素利活用の普及拡大に取り組んでいく。
・施策２「ごみの減量化」については、燃やせるごみの減量化とリサイクルの促進のため、情報発信に努
め、市民の意識向上を図るとともに、プラスチック使用製品廃棄物のリサイクルの検討や資源物回収活動
の活性化等にも取り組んでいく。
・また、令和８年３月に予定されている新ごみ焼却施設の稼働を見据え、「全市一斉ごみ減量運動」を通
し、市民・事業者・市が一体となってごみ減量化に取り組んでいく。
・さらに、事業者との連携によるバイオガス発電の検討や本市独自のごみ組成分析などに取り組んでいく
とともに、ごみ有料化についても引き続き、その有効性や課題等の検討を進めていく。
・施策３「廃棄物の適正な処理」については、生活系ごみ及びし尿について、引き続き適正な収集、運搬
、処理、処分を継続していくとともに、「災害廃棄物処理計画」及び同初動対応手順書に基づき市民周知
や研修、訓練など平時の取組を進める。また、会津若松地方広域市町村圏整備組合による「ごみ減量実施
計画」に基づき、本市の財政負担の軽減に取り組んでいく。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　環境負荷の低減

1 ◎ 柱３ 11.6 環境基本計画推進事業 継続 市民部　環境生活課

2 ◎ 柱３ 13.3 地球温暖化対策推進事業 継続 市民部　環境生活課

3 ◎ 柱１ 7.1 再生可能エネルギー推進事業 継続 市民部　環境生活課

4 柱３ 13.3 環境活動推進事業 継続 市民部　環境生活課

5 柱４ 13.3 電気自動車等普及促進事業 継続 市民部　環境生活課

6 柱３ 13.3 脱炭素先行地域推進事業 新規 市民部　環境生活課 

7 柱３ 13.3 燃料電池自動車導入推進事業 新規 市民部　環境生活課 
施策２　ごみの減量化

1 11.6 分別資源物回収事業 継続 市民部　廃棄物対策課

2 12.5 ごみ減量化推進事業 継続 市民部　廃棄物対策課

3 12.3 給食施設生ごみリサイクル事業 継続 市民部　廃棄物対策課

4 ◎ 12.5 緊急減量化対策事業 継続 市民部　廃棄物対策課
施策３　廃棄物の適正な処理

1 12.5 廃棄物収集運搬処理事業 継続 市民部　廃棄物対策課

2 6.2 し尿くみ取り事業 継続 市民部　廃棄物対策課

3 11.6 会津若松地方広域市町村圏整備組合事業負担金 継続 市民部　廃棄物対策課

4 11.6 管理庁舎維持管理事業 継続 市民部　廃棄物対策課

重点
事業

人口減
少対策

※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

※人口減少対策に資する事業を「第２期　会津若松市　まち・ひと・しごと創生総合戦略」で定める４つ
の基本目標に分類して表記しています。
柱１　ICTと既存産業・資源を活用したしごとづくり
柱２　地域の個性を活かした新たなひとの流れの創出
柱３　生活の利便性を実感できる安全・安心なまちづくり
柱４　結婚・出産・子育て支援と教育環境の整備



施策１　環境負荷の低減

1

事業名 環境基本計画推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 継続

事業費 1,369 1,073

所要一般財源 1,369 1,073

概算人件費 3,384 3,384

2

事業名 地球温暖化対策推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 継続

事業費 1,651 369

所要一般財源 1,651 369

概算人件費 9,776 9,776

概要
(目的と内容)

「会津若松市環境基本条例」に基づき、平成30
年度に「会津若松市第２期環境基本計画（改訂
版）」を策定し、「望ましい環境像」の実現に
向け、市民・事業者・行政の連携と協働により
、自然環境と事業活動、日常生活とが調和した
社会の構築を目指す。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

平成26年３月：第２期環境基本計画策定
平成31年３月：第２期環境基本計画（改訂版）策定
・毎年度、環境審議会を開催し、進捗状況等について説明
・毎年度「会津若松市の環境」を発行し、取組実績等を市民に周知

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・環境目標のうち、目標値を達成したものは約1/4であり、更なる推進が必要であるこ
とから、「第２期環境基本計画（改訂版）」に基づく各種事業を展開し、市民・事業
者・行政の連携・協働を強化しながら、自然環境と事業活動、日常生活とが調和した
社会の構築を目指す。
・「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を踏まえながら、環境意識の高揚を図るとと
もに、市民環境意識調査、市民ワークショップ等を実施しながら、市民・事業者と一
体となり第３期環境基本計画の策定に向けた取組を進める。

概要
(目的と内容)

「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」の実現を
目指し、２つの地球温暖化対策の実行計画に基
づき、温室効果ガスの排出量削減に取り組む。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・令和３年12月に「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を行い、2050年までに温室効
果ガス排出量を実質ゼロにすることに全市一丸となって取り組む決意を表明した。
・ゼロカーボンシティ会津若松宣言を踏まえ、国の計画に準じて、市役所内の温室効
果ガス排出量の削減を図る実行計画である「第４期地球温暖化対策推進実行計画（事
務事業編）」を策定した。
・平成25年に市域全体の温室効果ガスの排出量削減を図る実行計画である「地球温暖
化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、市民や事業者に対して、地球温暖化問題
の現状や対策の行動の周知などに取り組んできた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・ゼロカーボンシティ会津若松の実現のためには、市民・事業者・行政、全ての主体
の努力が必要となることから、様々な機会を通じて広く周知するとともに、「第４期
地球温暖化対策推進実行計画（事務事業編）」の目標達成に向け、取組状況の把握と
取組効果の検証、有効な取組の共有を行う。
・「地域版環境マネジメントシステム」等について、手法や枠組の再編・改善を図る
とともに、ゼロカーボンシティ会津若松宣言を踏まえた新たな「地球温暖化対策実行
計画（区域施策編）」の策定作業を行う。
・ゼロカーボンシティ会津若松の実現に向けた取組をより効率的かつ、市民に見える
形で進めていくため、「脱炭素先行地域」選定への応募について検討する。



3

事業名 再生可能エネルギー推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 継続

事業費 1,879 13,283

所要一般財源 1,879 13,283

概算人件費 6,768 6,768

4

事業名 環境活動推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 継続

事業費 893 935

所要一般財源 893 935

概算人件費 7,520 7,520

概要
(目的と内容)

「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」の実現を
図るため、「地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）」に基づいて、再エネ設備の市有施設へ
の率先導入に取り組むとともに、設置補助金制
度による太陽光発電導入への支援や再エネの普
及促進を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・再生可能エネルギーの市有施設への率先導入を行ってきた。
・住宅用太陽光発電システム設置補助金による市民の再生可能エネルギーの導入の推
進を行ってきた。
・平成26年度に実施した小水力発電事業可能性調査業務をはじめ、発電事業者等への
情報提供や手続支援を行った。
・平成31年２月には横浜市と、令和３年９月には京都市との間で、「再エネの創出・
導入・利用拡大に関すること」や「脱炭素化の推進を通じた住民・地域企業主体の相
互の地域活力の創出に関すること」を内容とする連携協定を締結した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・ゼロカーボンシティ会津若松宣言の実現に向け、使用するエネルギーを温室効果ガ
スの排出量がゼロである再生可能エネルギーへと移行させるため、省エネ・電化・再
エネの地産地消を推進していく。
・補助金の拡充や新たな取組の検討を行いながら、新たな環境基本計画を策定してい
く。
・会津地方には未だ水素ステーションの導入がないことから、会津若松商工会議所等
と連携しながら、水素の導入及び利活用について検討していく。
・再生可能エネルギーの導入量を増やす必要があるが、電線容量の制限があり高圧以
上での送電が困難になっていることから、自家消費の推奨や容量拡充に対する支援の
要請を行う。
・再エネの民間事業者に対しては、庁内連携を図りながら助言・指導等を行う。
・横浜市・京都市との協定に基づき、先進的な取組を業務の参考とするとともに、両
市の市民・事業者との交流について促進する。

概要
(目的と内容)

持続可能な社会の実現のため、環境フェスタの
開催支援や環境教室の実施、環境大賞による個
人・団体・事業者の顕彰等をとおして市民の環
境意識の高揚を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・持続可能な社会の実現を目指し、平成5年度から環境フェスタを毎年開催している。
・子ども(小学生)などを対象とした市民環境教室を開催してきた。
・毎年、環境大賞と環境賞を選定・表彰し、市のホームページや新聞等でその功績に
ついて紹介しながら、市民の環境意識の高揚を図ってきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・環境フェスタや市民環境教室等への環境活動団体や一般参加者の増加を図るため、
効果的な周知方法や新たな視点での取組、手法の変更等について検討していく。
・特に、環境フェスタにおいては、再生可能エネルギーや最新の環境技術の展示など
、広範な市民ニーズに沿うような事業内容や手法について検討する。
・市民環境教室においても、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を踏まえ、以前か
らの流れを繰り返すだけでなく、今のニーズにあったイベントを検討する。
・環境大賞については、近年応募者数が減少傾向であることから、表彰対象者の掘り
起こしを積極的に行い応募者数の増加を図るとともに、環境保全意識の高揚と取組の
促進を図るため、効果的で親しみやすい運用への見直しを検討する。



5

事業名 電気自動車等普及促進事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 継続

事業費 - 10,321

所要一般財源 - 10,321

概算人件費 - 1,128

-

-

6

事業名 脱炭素先行地域推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 新規

事業費 - 412,958

所要一般財源 - 118,392

概算人件費 - 11,280

-

-

7

事業名 燃料電池自動車導入推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・環境生活課 次年度方針 新規

事業費 - 7,969

所要一般財源 - 6,516

概算人件費 - 143

-

-

概要
(目的と内容)

第2期環境基本計画に基づき、地球温暖化対策と
して、電気自動車等次世代自動車の市域への普
及を推進する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

概要
(目的と内容)

　2030年度までに民生部門（家庭部門及び業務
その他部門）の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ
を実現する「脱炭素先行地域」選定のための公
募に応募するものであり、また、脱炭素先行地
域に選定された場合、交付金の優先配分等を活
用しながら必要な事業を行うものである。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

概要
(目的と内容)

　会津地方では未だ水素ステーションの導入が
なく、市内における燃料電池（水素）自動車の
導入も1台にとどまっていることから、率先して
市が公用車として燃料電池（水素）自動車を導
入することにより、水素ステーションの整備及
び燃料電池（水素）自動車導入の契機とする。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）



施策２　ごみの減量化

1

事業名 分別資源物回収事業 法定／自主 法定

担当部・課 市民部・廃棄物対策課 次年度方針 継続

事業費 289,955 296,175

所要一般財源 289,955 296,175

概算人件費 10,897 10,897

2

事業名 ごみ減量化推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・廃棄物対策課 次年度方針 継続

事業費 19,071 18,398

所要一般財源 19,071 18,398

概算人件費 16,883 16,883

概要
(目的と内容)

持続可能な循環型社会を形成することを目標と
して、家庭から排出される廃棄物のうち資源物
について、分別収集や拠点回収により資源化
（再利用、再生利用、熱回収等）を進める。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

平成６年度　古紙の分別回収開始
平成９年度　かん、びん、ペットボトル、紙製容器包装の分別収集開始　　　
平成18年度　プラスチック製容器包装の分別収集開始
令和３年度　雑がみ専用保管袋配布、古着拠点回収開始、使用済小型家電イベント
　　　　　　回収開始
令和４年度　「全市一斉ごみ減量運動」本格実施（予定）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・雑がみ及びプラスチック製容器包装の分別とリサイクルを推進するため、地区説明会
の開催や「ごみステーション立会い・排出説明」に取り組み、市民の皆様の疑問に直
接答えることで、意識の向上を図る。
・プラスチック資源循環促進法に対応するため、軟質プラスチックのリサイクルは、
広域圏整備組合で整備予定の施設での対応を基本とし、硬質プラスチックについては
、市独自に対応が可能か令和4年度に実証・検討を行う。

概要
(目的と内容)

一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）
におけるごみ排出量の削減目標達成のため、ご
み減量化施策の取組を着実に推進する。
【目標値（令和７年度）】
　１人１日あたりのごみ排出量970ｇ

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・事業者及び３Ｒ運動推進会議構成団体に食品ロス削減に向けた3010運動への協力依
頼（令和２年12月実施）
・県の地域の子育て食環境支援業務を活用し、エコ料理講座を開催（平成30年２月、
平成31年２月、令和２年２月）
・「ＬＩＮＥ」を使い、ごみ分別等の問い合わせにＡＩが自動回答する会津若松＋の
サービスを提供（平成30年２月～、）
・刈り草等の重量削減やリサイクル促進に向け、ごみ減量化事業補助金に新たに家庭
用堆肥枠を追加（令和３年７月）
・ごみ情報紙へらすべぇを発行（令和３年度は年３回、令和４年度からは年４回）
・町内会・市民向け「ごみ分別・減量説明会」の開催（令和４年６月）
・市職員のごみステーション立会い・排出説明の試行実施（令和３年12月・令和４年
６月）
・全市一斉ごみ減量運動の実施（令和４年９月から実施予定）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・令和３年度の会津若松広域市町村圏整備組合環境センターの「燃やせるごみ」の組
成調査では、資源化可能な紙類やプラスチック類が約48％混入していることから、ま
ずは、分別によるリサイクルの推進を徹底する必要がある。そのため、緊急減量化対
策事業の取組により、市民、事業者、市が連携してごみの分別と減量に取り組む。
・令和元年５月の食品ロス削減推進法の成立、令和４年６月の福島県食品ロス削減推
進計画の策定にみられるように、食品ロス削減への取組の必要性が増している。その
ため、ごみ情報紙「へらすべぇ」を活用した意識啓発や3010運動の実践、フードバン
ク活動のPRによる未利用食品提供活動の支援を行っていく。
・資源物回収事業については、少子・高齢化や感染症の影響により団体数及び活動回
数が減少しており活性化が必要である。そのためごみ情報紙「へらすべぇ」や市HPな
どでの活動事例の紹介など積極的なPRと、資源物保管庫の活用による主催者・参加者
の負担の少ない活動の提案により、新規団体数の増加と活動の活性化を図っていく。
・ごみ減量化事業補助金は、ごみ総排出量の減量に向け有効な施策であることや、市
民ニーズも年々高まりを見せていることから、補助対象機器などについての検証を継
続していく。また、自作できる消滅型生ごみ処理容器などの積極的な情報発信に取り
組むことで、総排出量の削減へとつなげていく。



3

事業名 給食施設生ごみリサイクル事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・廃棄物対策課 次年度方針 継続

事業費 8,319 9,103

所要一般財源 8,319 9,103

概算人件費 1,956 1,956

4

事業名 緊急減量化対策事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・廃棄物対策課 次年度方針 継続

事業費 5,477 5,651

所要一般財源 5,477 5,651

概算人件費 40,890 40,890

概要
(目的と内容)

給食施設から排出される生ごみを堆肥化処理す
ることで、資源の有効利用とごみの減量化を図
る。
また、堆肥化処理した生ごみを教育活動に活用
してもらうことにより、リサイクル等の意識の
啓発を図っていく。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

【処理実績】
[平成29年度] 83,910kg
[平成30年度] 84,100kg
[令和元年度] 76,880kg　
[令和２年度] 77,780㎏　
[令和３年度] 83,200㎏　

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・燃やせるごみ排出量の減量化には、事業者による生ごみ資源化の取組が有効であ
る。そのため、学校給食生ごみの堆肥化を継続していく必要がある。
・単に給食生ごみを堆肥へと資源化する事業に留めることなく、児童生徒や保護者、
更には、市民・事業者の資源化意識向上につなげていく事業とする必要がある。その
ため、リサイクルされた堆肥の教育現場などでの活用を支援していく。

概要
(目的と内容)

一般廃棄物処理基本計画で重点目標とした燃や
せるごみの排出量（29,983ｔ/年）を達成するた
め、①資源化品目の追加、②市民・行政との連
携、協働の取組の推進、③ごみの見える化の推
進、④事業系ごみの減量・資源化の啓発の４つ
の緊急減量化対策に取り組む。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・燃やせるごみの削減のために、「雑がみ専用保管袋」と啓発チラシを作成し、市政
だよりと同時配布（令和３年４月）。さらに、説明動画を市ホームページで公開（令
和３年７月）
・使用済小型家電と、市が収集していない一部のパソコン類について、認定事業者と
連携しリサイクル回収を実施（令和３年度・令和４年度は年２回）
・燃やせるごみの削減のため、市の11施設で古着の拠点回収を実施（令和３年９月開
始）
・市民等に本市のごみの現状を伝え、ごみ減量化を推進するため、ごみ情報紙「へら
すべぇ」を令和３年度は年３回（９月・12月・３月）、令和４年度は年４回発行（６
月、９月、12月、３月）した。
・市清掃指導員によるごみステーションでの立会い、説明を試行（令和３年12月・令
和４年６月）
・「事業系ごみガイドブック」を作成し、市内の排出事業者、許可事業者及び資源物
回収業者へ送付（令和４年３月）
・市職員よる市内18地区を対象とした「ごみ分別・減量説明会」の開催（令和４年６
月から）
・「全市一斉ごみ減量運動」の本格実施（令和４年９月　以降毎年６月・９月実施）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・広域市町村圏整備組合が令和８年３月の稼働を目指す新ごみ焼却施設における本市
排出割当量まで、燃やせるごみを削減できない場合には、受入や焼却の制限・遅延に
より、衛生的な生活環境の維持に著しい影響が生じる。
・そのため、毎年６月・９月を「全市一斉ごみ減量運動」の期間とし、清掃指導員に
よるごみステーションでの排出立会いの実施や分かりやすい掲示、町内会・市民向け
「ごみ分別・減量説明会」の開催など、市民との対話の機会を通して、燃やせるごみ
削減に、市民、事業者、市が連携して取り組む。
・生ごみ、紙ごみ、木くず等の廃棄物を原料としたバイオガス発電を計画している事
業者があることから、原料調達方法等の課題などについて事業者とともに検討するこ
とで、燃やせるごみ削減に繋がる可能性を的確に把握していく。
・燃やせるごみの減量化を進めるために、資源物の混入割合をより正確に把握する必
要がある。そのため、生活系と事業系の燃やせるごみについて、本市独自の組成分析
・展開調査を実施する。
・ごみ有料化については意義や期待される効果、必要となる制度改正や仕組みづくり
など、引き続き検討を深めていく。



施策３　廃棄物の適正な処理

1

事業名 廃棄物収集運搬処理事業 法定／自主 法定

担当部・課 市民部・廃棄物対策課 次年度方針 継続

事業費 330,341 360,357

所要一般財源 329,540 360,357

概算人件費 58,163 58,163

2

事業名 し尿くみ取り事業 法定／自主 法定

担当部・課 市民部・廃棄物対策課 次年度方針 継続

事業費 165,026 174,050

所要一般財源 89,137 100,565

概算人件費 20,209 20,209

概要
(目的と内容)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び条例に
基づき、一般廃棄物（家庭から出る生活系ご
み、粗大ごみ、川ざらい清掃土砂、小動物死
体）を収集運搬し適正に処理する。また、災害
廃棄物処理計画に基づき、発災時に廃棄物を迅
速かつ適正に処理する体制を整える。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・発災時に災害廃棄物を迅速かつ適正に処理するため令和４年２月に「災害廃棄物処
理計画」を改定した。
・令和４年度に発災初動期における的確な対応手順を示した災害廃棄物処理初動対応
手順書を策定する。また、仮置場第２候補地のリスト化を行い、災害廃棄物処理計画
資料編に追加する。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・ごみの収集運搬について継続的、安定的な収集体制を維持する。また、粗大ごみの
収集について、外部委託を含め受益者負担、効率性、コスト等の視点から検討する。
・粗大ごみ収集等の安定的な運営を図るため、３台目の車両の確保を図る。
・川ざらい土砂について、仮置場に余裕がないことから、沼平第３最終処分場の使用
開始後、計画的に搬出していく。
・災害廃棄物処理計画や発災時の初動対応手順書に基づき、市民や事業者への周知、
職員をはじめとした関係者への訓練などを進めていく。

概要
(目的と内容)

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び条令
に基づき、旧会津若松市内のくみ取りトイレを
対象に、効率的なし尿くみ取り業務の実施と、
事業者への支援等を通して業務の安定を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・排出に応じた公平な負担を図るため、平成29年10月1日に料金制度を「定額制」から
「従量制」へ変更した。
・清掃手数料の収納率を上げるため、平成30年度から収納推進員を設置し滞納者への
対策を強化しており、収納率も改善している。
・清掃手数料について、受益者負担の適正化のため、令和４年度に料金を改定した。
・令和４年度から、し尿くみ取り業務に係る減車を実施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・令和４年度に車両の減車を行ったことから、令和４年度のし尿くみ取り委託料、く
み取り量を元に、業務の効率性の検証と次の減車時期の見込みを把握していくととも
に、適正な受益者負担が保たれているか把握していく。
・令和３年度の清掃手数料の収納率について、過年度分は51.20％、現年度分は97.50
％と高い水準にあることから、引き続き滞納対策に取り組むとともに、口座振替利用
を進める。



3

事業名 会津若松地方広域市町村圏整備組合事業負担金 法定／自主 法定

担当部・課 市民部・廃棄物対策課 次年度方針 継続

事業費 1,024,050 1,162,000

所要一般財源 1,024,050 1,162,000

概算人件費 2,437 2,437

4

事業名 管理庁舎維持管理事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部・廃棄物対策課 次年度方針 継続

事業費 7,381 6,199

所要一般財源 7,381 6,199

概算人件費 2,928 2,928

概要
(目的と内容)

本市の一般廃棄物の処理は、ごみ処理施設の設
置、管理及び運営に関する事務を共同処理する
会津若松地方広域市町村圏整備組合（以下「整
備組合」という。）で行っており、本市は、そ
の経費を排出量等に応じて負担していく。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

平成30年度　し尿処理施設整備・運営事業落札者決定
令和元年度　新ごみ焼却処理施設の規模縮減の要望書を整備組合に提案。
　　　　　　整備組合にて構成市町村のごみ排出量を見直し、規模変更を決定
令和２年度　広域圏構成10市町村が、ごみ減量実施計画を策定
令和３年度　新し尿処理施設（有機性廃棄物リサイクル推進施設）運転開始
　　　　　　新ごみ焼却処理施設の整備・運営事業について契約締結

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・新ごみ焼却施設の整備にあたり本市の排出割当量が定められ、ごみ削減率に応じて
負担金も変動するため、同組合で策定した「ごみ減量実施計画」に基づき、ごみ減量
に取り組む必要がある。そのため、財政負担を軽減し市民サービスを維持するため、
雑がみやプラスチック類の分別徹底などの取組によりごみの減量化を図っていく。
・大規模な施設整備が進められており、市の財政負担等に与える影響が大きいことか
ら、整備の検討に積極的に参加し施設のあり方や負担等について、協議していく。

概要
(目的と内容)

廃棄物対策課管理庁舎・設備の保守管理、修
繕、改修及び光熱水費の管理、電話機器、清
掃、警備業務等の業務委託を計画的、かつ、効
率的に行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　R3年度　 ・事務所洗面器給水管修理
　　　　　 ・事務室入口ドアノブ修繕
　R4年度　 ・事務室エアコン修理

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・現在の廃棄物対策課管理庁舎は老朽化等様々な課題があり、会津若松地方広域市町
村圏整備組合による廃棄物処理施設の整備と連動して移転が必要となることから、費
用対効果等を踏まえ施設のあり方を検討していく。
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