
令和２年８月19日（水）
会津若松市　市民部　環境生活課

「会津若松市第２期環境基本計画
（改訂版）」について

別紙資料２
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１．第２期環境基本計画（改訂版）とは１．第２期環境基本計画（改訂版）とは

「会津若松市環境基本条例」第８条（環境基本計画の策定
及び公表）に基づき、平成26年３月に策定し、平成31年３
月に改訂しました。

会津若松市の
  　環境行政の最上位計画

環境によい取り組みの
「道しるべ」です。

（平成26年度から令和５年度まで）
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改訂の経過改訂の経過

○平成30年４～５月
　・市民等に対する環境意識調査（アンケート）の実施
　　　対象：7,240名・事業所　　回答：2,404名・事業所
○平成30年５月
　・第１回環境審議会（改訂方針の説明等）
○平成31年２～３月
　・改訂素案に係るパブリックコメントの実施
○平成31年３月
　・第２回環境審議会（改訂案に係る諮問、改訂案の審議）
　・第３回環境審議会（改訂案・答申案の審議）
　・環境審議会による市長への答申
　⇒　成案決定、公表
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市長による諮問（第２回）

環境審議会での審議等の様子環境審議会での審議等の様子

改訂案・答申案の審議（第３回）

市長への答申
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「望ましい環境像」
（第２期環境基本計画（改訂版）が目指すまちの姿）

「望ましい環境像」
（第２期環境基本計画（改訂版）が目指すまちの姿）

環境を守りながら、快適で豊かな生活を目指すこと

土・水・緑　そして人　共に創るスマートなまち　

自然エネルギーの
活用

V V V V V V V
V V V V V V V V

バイオマス
発電

協働のまちづくり

人と自然の共生緑豊かなまち

きれいな空気

温暖化対策

きれいな水

小水力発電
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２．第２期環境基本計画（改訂版）の
基本目標

２．第２期環境基本計画（改訂版）の
基本目標

■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
　（⇒公害の防止）
■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（⇒自然環境の保全）
■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（⇒地球温暖化対策）
■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
　（⇒市民との協働）
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第２期環境基本計画（改訂版）の構成第２期環境基本計画（改訂版）の構成
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事業者や市民の協力による環境負荷の低減、継続的な環
境の監視や調査による環境悪化の未然防止などに取り組
み、放射線量については、今後とも継続的な測定と正確
な情報の共有により、市民の不安感の払拭に努めます
　⇒　市民が健康で快適に暮らせるまち

空気は汚れていないかな？

市環境PR大使いいもりん

基本目標１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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環境目標 現状値
（平成24年度）

実績値 目標値
（令和５年度）

水路への油もれ事故等
の発生件数 ９件

８件
（令和元年度） ０件

汚水処理人口普及率
（※）

79.7％
87.0％

（令和元年度）
87.9％

放射能の影響を不安を
感じる市民の割合 44.8％

31.0％
（平成30年度） ０％

基本目標１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

【基本目標１の主な環境目標（数値目標）】

　（汚水処理区域内人口＋汚水処理区域外個人設置合併浄化槽人口）

　　　　　　　　　　　　住民基本台帳人口　　
　※汚水処理人口普及率＝ 　×100
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基本目標１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

【基本目標１達成に向けた環境施策の例】

家庭での灯油流出の防止に向
けた啓発（市民向けステッ
カー）

事業所への立入調査・指導の強
化（事業所での悪臭調査）

簡易放射線測定器等の貸出
（貸出用簡易放射線測定器）
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多様な生態系を守る活動を推進するとともに、市民と
の共働のもと、緑化などの良好な環境の保全活動を推
進します
　⇒　人と自然が共生するまち

仲良く
暮らそうね

基本目標２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

水環境キャラクター
みずくん、たまちゃん
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基本目標２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

【基本目標２の主な環境目標（数値目標）】

環境目標 現状値
（平成24年度）

実績値 目標値
（令和５年度）

自然環境や動植物の保護
を行う市民の割合 21％ 10.5％

（平成30年度） 60％

担い手に集積された農用
地の面積割合 59.1％ 78.3%

（令和元年度）
78.0%

（令和８年度）

猪苗代湖・流域清掃活動
の参加者数 514名

463名
（令和元年度） 600名
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【基本目標２達成に向けた環境施策の例】

基本目標２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

野生生物の生息環境等の保全
（会津若松市ウェブサイト身近
な生き物大図鑑）

猪苗代湖の水環境講座の実施（水環境講座と湖岸クリーンアッ
プ活動）
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市民や事業者一人ひとりが日常生活や事業活動において、省
エネルギーを意識した行動に変え、再生可能エネルギーの導
入を推進しながら、地域全体としてエネルギー効率の高い都
市基盤を整備していくとともに、廃棄物を減らして、温室効
果ガスの排出量の大幅削減に取り組みます
　⇒　地球温暖化を防ぐため、市民・事業者・行政が一体と
      なって、環境と事業活動が調和したスマートなまち

基本目標３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　～地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～
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「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」とは「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」とは

【計画で定める事項（具体的な施策）】
　○再生可能エネルギーの利用促進　　　　　　　　⇒　個別目標３－１
　○温室効果ガスの排出抑制に関する活動の促進　　⇒　個別目標３－２
　○温室効果ガスの排出抑制に資する地域環境の整備・改善
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　個別目標３－３
　○廃棄物の発生の抑制　　　　　　　　　　　　　⇒　個別目標３－４

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、温室効果
ガスの排出抑制等を推進するため、区域の自然的社会的条件
に応じて、地方公共団体が定める計画

上記の施策の実施によって削減する、市の区域における温室効果ガス
排出量の削減目標を設定（平成22年度（2010年度）比）
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「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」
の目標値

「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」
の目標値

令和５年度（2023年度）までに
平成22年度（2010年度）比で

13.2％の温室効果ガスを
削減します

※平成26年度と同じ排出係数を使用して試算

1,018.6 

883.6 

800.0

850.0

900.0

950.0

1,000.0

1,050.0
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（基準年度）

2023年度
（目標年度）

市域における温室効果ガス

排出量（推計値）の削減目標

13.2％
削減

単位（千トンCO2）
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環境目標 現状値
（平成22年度） 実績値 目標値

（令和５年度）

一次エネルギー需要に占
める再生可能エネルギー
の供給量の割合

39％ 50.6％
（平成28年度） 57％

エコドライブ宣言者数 164名 364名
（令和元年度） 450名

電気自動車・プラグイン
ハイブリッド車台数 ５台

359台
（令和元年度） 8,000台

１日１人あたりのごみ排
出量 1,222グラム 1,260グラム

（令和元年度） 1,031グラム

基本目標３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　～地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～

【基本目標３の主な環境目標（数値目標）】
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◆敷地面積：約455,400㎡
◆設備容量：20,460kW

　平成30年12月より、河東町八田の旧ナリ会津カントリーク
ラブ内で発電を開始しています。
　令和２年８月現在、市内最大の太陽光発電所です。

市内の再生可能エネルギー施設　【太陽光発電】　

◎ナリ会津太陽光発電所（会津ソーラーエネルギー合同会社）
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◎会津若松ウインドファーム（コスモエコパワー株式会社）

　背あぶり山は１年を通し
て安定した風が吹き、風資
源に恵まれた場所です。
　この風を利用した大規模
風力発電所が会津若松ウイ
ンドファームで、平成27年
２月から、発電を開始して
います。

◆設備容量：16,000kW
（2,000kW風力発電機×８基）

市内の再生可能エネルギー施設　【風力発電】　
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　平成24年７月から、河東町
の河東工業団地において木質
バイオマス発電を行っていま
す。
　このグリーン発電会津の発
電所では、これまで山林に放
置されていた山林未利用材を
燃料として使用しており、
カーボンニュートラルによる
地球温暖化防止と森林資源の
有効活用につながり、会津の
林業の活性化にも役立ってい
ます。

◆設備容量：5,700kW

市内の再生可能エネルギー施設　【バイオマス発電】

◎株式会社グリーン発電会津
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　平成30年10月、一箕町（滝沢浄水場東側）に、市内初の小水
力発電所が設置されました。
　

◆設備容量：31.4kW

市内の再生可能エネルギー施設　【小水力発電】　

◎戸ノ口堰小水力発電所（会津電力株式会社）
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　蓄電池を併設しており、余剰電力を蓄電することで、夜間や停
電時に支所内で太陽光発電による電力を利用できます。

市の再生可能エネルギー施設　【太陽光発電】　

◎北会津支所

◆設備容量：30kW



27

◆設備容量：75kW
（25kW発電設備×３基）

市の再生可能エネルギー施設　【バイオマス利活用】

◎下水浄化工場

　下水浄化工場では、
平成27年3月から、下
水汚泥を分解するとき
に発生する消化ガス
（メタン等）を、消化
槽加温用のボイラーや
施設の冷暖房、消化ガ
ス発電などに利用して
います。
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基本目標３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　～地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～

【基本目標３達成に向けた環境施策の例】

家庭版及び学校版環境マネジメントシステム
の推進（学校版環境マネジメントシステム更
新校認定登録証授与式）

電気自動車・プラグインハイブリッド
車、充電設備の普及の推進（市役所本
庁舎正面電気自動車用急速充電器）
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環境保全活動に対する意識を高め、行動できるよう、環境
教育・学習を推進するとともに、情報提供や活動支援を行
うなど、市民・事業者・行政等の連携を図る
　⇒　協働して環境の保全及び創造に取り組むまち　　

市役所が開催する
環境教室に、ぜひ
ご参加ください

基本目標４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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環境目標 現状値
（平成24年度） 実績値 目標値

（令和５年度）

環境教室（子供向
け・市民向け）参加
者数

117名
113名

（令和元年度） 450名

環境関連イベントの
参加者数（※） 5,191名

4,809名
（令和元年度） 7,000名

基本目標４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

【基本目標４の主な環境目標（数値目標）】

　※環境関連イベント（開催月）：環境フェスタ（９月）、ポイ捨て犬ふんマナー
　　　　　　　　　　　　　　　　向上一斉清掃（10月）、クリーン鶴ヶ城作戦
　　　　　　　　　　　　　　　　（４月）、河川クリーンアップ作戦（７月）、
　　　　　　　　　　　　　　　　湯川の一斉清掃（４月、10月）
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基本目標４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

【基本目標４達成に向けた環境施策の例】

出前講座や環境教室など家庭や地域における
環境教育の充実（親子環境教室「再生可能エ
ネルギー見学バスツアー」）

市民団体等と市が連携した地域の環境保全活
動の推進（ポイ捨て・犬ふんマナー向上市民
会議「鶴ヶ城ハーフマラソン大会一斉清
掃」）
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市民等 環境審議会

会津若松市役所

環境管理委員会（委員長：副市長）

３．進行管理について３．進行管理について

環境施策の推進（事務局：環境生活課）

報告

報告・諮問

庁内連携・調整

意見・答申「会津若松市の環境」の発行
による年次報告

連携・協働
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環境審議会による答申附帯意見への対応環境審議会による答申附帯意見への対応

「第２期環境基本計画（改訂版）」素案への環境審議会に
よる答申（平成31年３月27日）における付帯意見　
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「会津若松市低炭素化推進セミナー2020」の
開催

「会津若松市低炭素化推進セミナー2020」の
開催

附帯意見「「低炭素・循環型社会」構築に向けた取り組み
の強化」を踏まえ、令和２年２月、事業者等を対象とした
「会津若松市低炭素化推進セミナー2020」を初開催

【講師】
　福島大学　共生システム理工学類
　　学類長・工学博士　佐藤理夫　氏
　環境省東北地方環境事務所　環境対策課
　　地域適応推進専門官　金鋼一　氏
　　廃棄物対策等調査官　谷津正吉　氏
【参加者数】
　33企業・団体　55名
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委員の皆様のご協力をお願いいたします
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