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本⽇の説明内容

1. 第２期環境基本計画（改訂版）とは

2. 計画の令和２年度実績の報告

3. 環境審議会による答申附帯意⾒への対応状況
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1.  第２期環境基本計画（改訂版）とは 
1.1  環境基本計画とは

持続的発展が可能な社会を構築し⼈と⾃然が
共⽣できる市を目指すための条例

会津若松市の環境⾏政の最上位計画
（第２期計画は平成２６年度から令和５年度までの期間が対象）

環境基本条例

環境基本計画

環境をよくするために目標と施策（取組）
を定めている⇒「道しるべ」
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1.  第２期環境基本計画（改訂版）とは 
1.2  計画の目標と構成①
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1.  第２期環境基本計画（改訂版）とは 
1.3  計画の目標と構成②
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1.  第２期環境基本計画（改訂版）とは 
1.4  計画の目標と構成③
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1.  第２期環境基本計画（改訂版）とは 
1.5  計画の目標と構成④

望ましい環境像
（最終目標）

「⼟・⽔・緑 そして⼈共に創るスマートなまち会津若
松」

基本目標
（例）「きれいな環境で、安⼼して健康に暮らせるまちを
つくる」

個別目標 （例）「空気や⽔がきれいで安⼼して暮らせるまち」

環境目標 （例）「⽔路への油漏れ事故等の件数を令和５年度にゼロ
件に」

環境施策
（取組）

（例）「家庭での灯油流出の防⽌に向けた啓発を⾏う」
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1.  第２期環境基本計画（改訂版）とは 
1.6  計画を進める体制

市民等 環境審議会

会津若松市役所

環境管理委員会（委員⻑︓副市⻑）

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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1.  第２期環境基本計画（改訂版）とは 
1.7  （改定版）となった経緯

平成２６年３⽉策定策定

改定 平成３１年３⽉に目標・取組の⾒直し

パリ協定
平成２７年、２１世紀後半に温室効果ガス
の排出量と吸収量との均衡を果たす世界的
合意が実現
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1.  第２期環境基本計画（改訂版）とは 
1.8  改訂の経過

平成３０年４〜５⽉
市⺠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⻑への答申

⇒ 成案決定、公表
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1.  第２期環境基本計画（改訂版）とは 
1.9  環境審議会での審議等の様⼦

市⻑による諮問（第２回） 改訂案・答申案の審議（第３回）

市⻑への答申
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.1  基本目標１の基本目標と個別目標

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
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.2  基本目標１の環境目標の実績

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
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.3  基本目標１の環境施策

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

【環境施策の例】

家庭での灯油流出の防
⽌に向けた啓発（市⺠
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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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.4  基本目標 2 の基本目標と個別目標

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
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.5  基本目標 2 の環境目標の実績①

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
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.6  基本目標 2 の環境目標の実績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
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.7  基本目標２の環境施策

【環境施策の例】

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）

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

猪苗代湖環境保全推進連絡会によるビー
チクリーナーによる猪苗代湖岸清掃
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.8  基本目標 3 の基本目標と個別目標

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

基本目標3
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.9  基本目標 3 と地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編）

【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」により、地⽅⾃治体は、
温室効果ガスの排出抑制等を推進するための計画（区域施策編）
を定める必要あり（本市は努⼒義務）。

上記の施策の実施によって令和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
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.10  基本目標３の環境目標の実績①

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

基本目標3
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.11  基本目標３の環境目標の実績②

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

基本目標3
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.12  基本目標 3 の環境目標の実績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

基本目標3
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.13  基本目標 3 の環境目標の実績④

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

基本目標3
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.14  本市の温室効果ガスの排出量の状況
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.15  基本目標 3 の環境施策

【環境施策の例】

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

基本目標3

住宅⽤太陽光発電システム等設置補助⾦
の交付

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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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.15  基本目標 4 の基本目標と個別目標

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
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.16  基本目標 4 の環境目標の実績①

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



  29

2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.17  基本目標 4 の環境目標の実績②

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
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2.  計画の令和２年度実績の報告 
2.18  基本目標 4 の環境施策

【環境施策の例】

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

狂⽝病予防接種会場での⽝のふん
のマナー啓発活動

ごみのポイ捨て、⽝のふんのマ
ナー啓発⽤看板の無償配布
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3.  環境審議会による答申附帯意⾒への対応状況
3.1  計画改定案への答申附帯意⾒
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3.  環境審議会による答申附帯意⾒への対応状況
3.2  附帯意⾒１への対応
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3.  環境審議会による答申附帯意⾒への対応状況
3.3  附帯意⾒２への対応

令和１年９⽉
環境フェスタにおいて、燃料電池⾃動⾞を展⽰し、⽔素利活⽤に
関する啓発活動を実施

令和２年８⽉ 県主催「燃料電池現地説明会」に職員派遣

令和３年８⽉ ⼤⼿調査会社や⽔素利⽤に関する企業団体との意⾒交換を実施

その他 県などに対して会津地⽅における⽔素ステーション整備等につい
て要望を実施
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今後も委員の皆様の
ご協⼒をお願いいたします


