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第３次山形県環境計画の位置付け及び中間見直しの趣旨 計画の６つの基本目標

◎山形県環境基本条例（平成11年３月県条例第７号）

◆中間見直しの趣旨

第３次山形県環境計画（平成24年３月策定：平成23~32年度）

１　地球温暖化対策を防止する低炭素社会の構築

～持続的発展が可能な安全で美しいやまがた創り～

○第３次山形県総合発展計画 長期構想（平成22年３月策定~概ね10カ年）

（目指す将来像）

（基本理念）

~持続的発展が可能な豊かで美しい山形県~
　環境基本条例においては、環境が人間のみならずあらゆる生命の母胎であり、かつ、限りあるものであることを
深く認識し、持続的発展が可能な豊かで美しい山形県の構築を目指し、県民、事業者及び行政が相互に協力しあ
い、環境の保全及び創造に関する取組みを進めることを宣言しています。

環境基本条例の目指す将来像の実現に向け、第３次山形県総合発展計画における施策の展開方向との整合
性を確保しながら、現下の諸課題の解決に向けた総合的かつ計画的な施策の推進を図るため、６つの基本目
標を設定

Ⅱ　県づくり構想
　３　地域社会～豊かで質の高い暮らしや活力ある産業を支え続ける「地域社会」の実現～
　　　(1) 良好な環境と暮らしや産業が共に高まり合う「環境先進地山形」の形成
　　　　（山形ならではの “自然との共生の文化 ”に基づく環境地域づくりの推進）
　　　　（低炭素社会などの形成に向けた先進的な地域システムづくりの推進）
　　　　（地域の環境資産の活用による経済活力の向上）

　日常生活や事業活動におけるエネルギーの節約、省エネ住宅や省エネ機器等の普及、自動車交通対策などを進めて
いくことにより、化石燃料の消費の少ない低炭素社会を構築していきます。

４　豊かな環境を守り、活かす自然共生社会の構築

　自然の復元能力には限界があり、本県の恵み豊かな自然環境は現在及び将来の県民の生活、産業及び文化を支える
基盤であることから、これを慈しみ、育み、活かしながら、良好な状態で将来の世代に継承できるようにしていきます。

５　安全で良好な生活環境の確保

　大気汚染や水質汚濁に係る環境基準が設定されていることから、引き続き、環境基準が達成された状況の維持及び
達成されていない地域における基準の達成を目標として、必要な施策を推進していきます。

６　環境教育を通じた環境の人づくり

　学校、地域、家庭、職場等の様々な機会で、幼少の子どもから年配者まで、あらゆる世代に対し、環境教育を積極的に
展開していくとともに、自主的・主体的に環境保全のための行動ができる人材を育成していきます。

２　再生可能エネルギー等の導入による地域の活性化

　東日本大震災以降のエネルギー政策の抜本的な見直しの中で、再生可能エネルギーの導入を中心としたエネルギー
供給基盤を早期に整備し、エネルギーの安定供給を図るとともに、可能な限り地域の中にエネルギー源を分散配置する
取組みを進めます。こうした取組みを通して、産業振興、地域の活性化につなげ、環境と経済が好循環する社会を構築し
ていきます。

３　ごみゼロやまがたの実現に向けた循環型社会の構築

　「ごみゼロやまがたの実現」とは、①廃棄物全体の排出量の最小化、②再生資源の利用の最大化、③環境への負荷の
最小化が実現している将来の山形県の姿を表現しています。
　資源の循環利用を進め、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される、循環型社会への転換をさ
らに進めていきます。

　計画の始期から５年後を目途に計画全体の見直しを図ると規定しており、現行計画の進捗状況、社会経済
情勢の変化、個別計画の検討状況や環境審議会の議論などを踏まえ、今後の施策の展開方向を提示するも
のです。

恵み豊かな環境を良好な
状態で将来世代に継承

地域環境保全の積極的な
推進 人と自然との共生の確保

【
６
つ
の
基
本
目
標
】

１ 地球温暖化を防止する低炭素社会の構築

●山形県地球温暖化対策実行計画
●山形県エネルギー戦略
●山形県循環型社会形成推進計画
●山形県生物多様性戦略

●鳥獣保護管理事業計画
●山形県水資源保全総合計画
●山形県生活排水処理施設整備基本構想
●山形県環境教育行動計画　など

２ 再生可能エネルギー等の導入による地域の活性化

３ ごみゼロやまがたの実現に向けた循環型社会の構築

４ 豊かな環境を守り、活かす自然共生社会の構築

５ 安全で良好な生活環境の確保

６ 環境教育を通じた環境の人づくり

みんなで取り組む環境負荷
の少ない県土づくり
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〔山形県リサイクル認定製品〕〔ごみゼロやまがた県民運動の展開（3R）〕〔省エネ県民運動の展開（節電など）〕

持続的発展が可能な　豊かで美しい山形県持続的発展が可能な　豊かで美しい山形県

～第３次山形県環境計画によ　る目指す将来像のイメージ～～第３次山形県環境計画によ　る目指す将来像のイメージ～

《環境基本条例　の基本理念》
恵み豊かな環境を良好な状態で将来世代に継承

地球環境保全の積極的な推進

みんなで取り組む環境負荷の少ない県土づくり

人と自然との共生の確保

温泉エリア

山形県

他地域

集中給湯設備

トレイ回収

熱供給
熱供給

バイオマス発電

リサイクル企業

事業所

源泉温泉・お湯供給

省エネ住宅

太陽光発電

太陽光発電

生ごみの堆肥化（共同化）

〈設備の省エネ化〉

〈紙ごみ等の共同回収〉

福祉施設
（ペレット化）

〈CO2吸収源〉

日本一広い
天然ブナ林

ペレット
ボイラーストーブ

〈エコツアー〉

堆肥

水力発電

エネルギーの
地域間供給

売電

売電
草木塔

草
木
塔

風力発電

〈世代間の文化の共有〉

売電

巨木

地産地消

商店街

堆肥 野菜

果樹剪定枝

グリーン
コーナー

ごみの分別

小型家電リサイクル

ハイブリッドカー燃料電池車

電気自動車

次世代自動車

急速充電器

マイバックで
買物

スマート
メーター

〔恵み豊かな環境の保全・創造〕

 〔植樹・再造林〕

〔地域分散型の再生可能エネルギー導入促進〕
〔大気環境の保全〕

〔水環境・水資源の保全〕

 〔森林吸収源対策の推進〕

〔未利用バイオマスの活用〕

〔 生物多様性の保全 〕

環境アドバイザー
地球温暖化防止活動推進員
（環境マイスター）

〔環境学習の意欲増進・
環境教育の充実〕

電力会社

 〔自然環境との共生〕

〈省エネ住宅推奨モデル〉
太陽光

（電力供給）
太陽熱
（給湯）

ヒートポンプ

融雪設備

電気自動車

家庭用燃料電池
（電力供給・給湯）

バイオマス
（暖房）

エコハウス

蓄電池
地中熱

（冷暖房・給湯・融雪）

〔CO2削減価値の見える化と
環境保全事業への活用〕
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第３次山形県環境計画【中間見直し版】　～持続的　発展が可能な安全で美しいやまがた創り～（全体像） 

1-（1）①持続可能な社会づくりのためのライフスタイルの提唱・推進
　②家庭における主体的な取組みの促進
　③事業所における自主的な取組みの促進
　④自動車の温室効果ガスの排出抑制
1-（2）①二酸化炭素排出量削減の取組みの「見える化」の推進★
　②森林吸収源対策の推進
　③排出量取引制度（Ｊ－クレジット制度等)の活用促進
　④低炭素型の都市・地域づくりの推進
　⑤水素社会の実現に向けた対応
1-(3)地球温暖化対策の推進体制の強化
　①地球温暖化防止を推進する体制の強化
　②自治体の率先的な取組みの促進
1-(4)気候変動による影響への適応★

エネルギー消費量★
家庭のアクション参加世帯数（累計）
事業所のアクション参加事業者数★
エコアクション２１認証取得事業所数
次世代自動車普及率★
エコドライブ講習受講者数（累計）
森林吸収源対策面積（累計）★
森林による二酸化炭素吸収量★
企業団体等が森づくり活動等によりＣＯ２吸収認証を受ける件数★
地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定市町村数
地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定市町村数
地球温暖化対策地域協議会設置市町村数

934百TJ
89,634世帯
142事業者
64事業所
11.0％

23,694人
43,467ha
126万t
23件

22市町
６市町
３０市町

H25
H22～27

H27
H27
H27

H23～27
H19～27

H26
H27
H27
H27
H27

924百TJ
200,000世帯
500事業者
260事業所

20％
38,000人
60,500ha
122万t
28件

全市町村
全市町村
全市町村

H32
H22～32

H32
H32
H32

H23～32
H19～31

H32
H32
H32
H32
H32

37.0万kW
3.2万kW
362千㎥
34,294ｔ

H27
H27
H27
H27

57.0万kW
10.3万kW
570千㎥
104,000ｔ

H32
H32
H31
H31

山形県エネルギー戦略策定後のエネルギー（電源）開発量（累計）
山形県エネルギー戦略策定後のエネルギー（熱源）開発量（累計）
県産木材供給量★
木質バイオマスの供給量(未利用間伐材等)★

408千ｔ
19.0％
45千ｔ

3,558千ｔ
59.0％
96千ｔ

30市町村
1,755ｔ
59製品
16箇所

H26
H26
H26
H26
H26
H26
H27
H26

H14～27
H27

355千ｔ
27％
38千ｔ

3,558千ｔ
60％
90千ｔ

全市町村
2,000ｔ
70製品
10箇所

H32
H32
H32
H32
H32
H32
H32
H32

H14～32
H32

一般廃棄物排出量
一般廃棄物リサイクル率★
一般廃棄物最終処分量★
産業廃棄物排出量★
産業廃棄物リサイクル率
産業廃棄物最終処分量
ごみ処理有料化実施市町村数
スーパー等による店頭回収量★
リサイクル製品認定数（累計）
不法投棄原状回復未済箇所数（30㎡以上）

1箇所
896千人
33人

98,618人
10,638ha
483団体
3,289人
23箇所

H27
H27
H27
H27

H19～27
H27
H27

H27～28

3箇所
1,000千人

53人
107,000人
11,600ha
500団体
4,000人
53箇所

H32
H32
H32
H32

H29～38
H32
H32

H27～31

適切な公園計画の見直しが実施されている県立自然公園数
山岳観光地観光者数★
森林インストラクター数
森づくり活動への参加人数★
やまがた緑環境税を活用した森林整備面積（累計）★
河川愛護活動実施団体数★
海岸清掃ボランティアの参加者数
「里の名水・やまがた百選」の選定箇所数（累計）★

100％
100％
100％
100％
98.9％
98.2％
100％
100％
90.8％
100％
100％

H27
H27
H27
H27
H27
H27
H27
H27
H27
H27
H27

100％
100％
100％
100％
100％
100％
100％
100％
93％
100％
100％

H32
H32
H32
H32
H32
H32
H32
H32
H32
H32
H32

環境基準達成率　二酸化硫黄
環境基準達成率　二酸化窒素
環境基準達成率　一酸化炭素
環境基準達成率　浮遊粒子状物質
環境基準達成率　騒音（道路に面する地域）
環境基準達成率　公共用水域（健康項目）
環境基準達成率　公共用水域（水生生物項目）★
環境基準達成率　地下水（概況調査）
生活排水処理施設普及率★
環境基準達成率　有害化学物質（ダイオキシン類）
環境基準達成率　有害化学物質（その他）

943人
14,135人
1,892人
31団体

34,656人
4,191人

H27
H27
H27
H27
H27
H27

1,000人
17,500人
2,500人
40団体

36,000人
4,500人

H32
H32
H32
H32
H32
H32

地球温暖化防止活動推進員数
環境学習施設利用者数
水生生物調査参加者数
山形県環境学習支援団体認定数
山形県環境学習支援団体事業への参加者数★
森林環境学習への参加数（緑の少年団活動等）★

(1)環境に配慮した行動の提唱・推進

(2)先進的な地域システムの構築

(3)地球温暖化対策の推進体制の強化

(4)気候変動による影響への適応★

 温室効果ガス排出量削減率
  ・  目標
   平成25年度比19％減（H32）★
   平成25年度比26％減（H42）★
  ［現状 平成2年度比0.7％増（H25）］

エネルギー戦略策定後の再生可能
エネルギー開発量
  ・  目標  67.3万kW（H32）
　 ［現状  40.2万kW（H27）］

 １人１日当たりのごみ
  （一般廃棄物）の排出量
  ・  計画策定時 909ｇ（H21）
  ・  目標  820ｇ (H32)
　 ［現状  925ｇ（H26）］

自然公園利用者数
  ・  計画策定時 12,453千人（H22）
  ・  目標 14,000千人（H32）
　 ［現状 11,255千人（H27）］

 環境基準達成率
  （公共用水域）
  ・  計画策定時 96.1％（H22）
  ・  目標　 100％（H32）
　 ［現状　96.2％（H27）］

  環境学習・環境保全活動への
  参加者数
  ・  計画策定時 94千人（H22）
  ・  目標　167千人（H32）★
　 ［現状　149千人（H27）］

(1)大規模事業の県内展開促進★

(2)地域分散型の導入促進

(3)産業振興、地域活性化への展開

(1)資源循環型社会システムの形成

(2)資源の循環を担う産業の振興

(3)廃棄物の適正な処理による環境
　 負荷の低減

(1)環境学習の意欲増進

(2)環境教育の充実 

(1)大気環境の保全

(2)水環境・水資源の保全

(3)土壌環境・地盤環境の保全

(4)化学物質の環境リスクの低減

(5)公害被害等の防止と解決

(6)原子力発電所の事故に伴う放射線
　対策

(1)自然環境との共生

(2)生物多様性の保全

2-（1）大規模事業の県内展開促進★

2-（2）地域分散型の導入促進

2-（3）産業振興、地域活性化への展開

3-（1）①廃棄物の発生抑制及び再使用の優先
　②廃棄物の再生利用の推進
　③３Ｒに係る人材育成
3-（2）①循環型産業の育成強化
　②循環型産業の市場拡大
　③循環資源の総合利用の推進
3-（3）①廃棄物の適正処理の推進
　②廃棄物の不法投棄の防止
　③海岸漂着物等の回収処理及び発生抑制の推進
　④災害時の廃棄物処理体制の構築★

4-（1）①自然公園の整備及び活用
　②森林が有する公益的な機能の維持及び持続的な発揮
　③河川・海岸環境の保全及び活用
　④環境の保全に資する産業活動の促進
4-（2）①希少な野生動植物の保護
　②鳥獣の適正な保護及び管理の推進
　③鳥獣被害防止対策の推進

5-（1）①大気汚染防止対策
　②騒音振動防止対策
　③悪臭防止対策
　④オゾン層の保護、酸性雨対策
5-（2）①水質保全対策
　②生活排水対策
　③健全な水循環と水資源の適正利用
　④水環境の保全活動の推進
5-（3）土壌環境・地盤環境の保全
5-（4）化学物質の環境リスクの低減
5-（5）公害被害等の防止と解決
5-（6）原子力発電所の事故に伴う放射線対策

6-（1）①人材の育成と活用
　②環境学習プログラムの整備・展開
　③環境保全活動の顕彰
6-（2）①環境教育の拠点機能の発揮
　②環境学習機会の充実
　③学校、地域、家庭、職場における環境教育の推進

２ 再生可能エネルギー等の
　導入による地域の活性化

３ ごみゼロやまがたの実現
　に向けた循環型社会の構築

４ 豊かな環境を守り、活かす
　自然共生社会の構築

５ 安全で良好な生活環境の
　確保

６ 環境教育を通じた環境の
　人づくり

１ 地球温暖化を防止する
　低炭素社会の構築

基本目標 施策の展開方向 主な取組み 主な環境指標

持
続
的
発
展
が
可
能
な
豊
か
で
美
し
い
山
形
県

現状値項目 年度 目標値 年度

★は新規又は数値見直し項目
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再生可能エネルギー等の導入による地域の活性化地球温暖化を防止する低炭素社会の構築

1 現状と課題

2 今後の取組みの方向と数値目標 2 今後の取組みの方向と数値目標

●「笑顔で省エネ県民運動」に取り組み、エネルギー使用
量は着実に減少
●温室効果ガス排出量は電気のＣＯ2 排出係数の上昇に
よりほぼ横ばいで推移
●地球温暖化対策の新たな国際枠組みとしてパリ協定が
採択され、政府の新たな削減目標が提示されたことへ
の対応が必要

●県内の将来のエネルギー消費量等の推計を基に、政府の削減目標を踏まえた
新たな県の削減目標を設定し、県民一人ひとりの行動を促し、県民総ぐるみに
よる取組みを展開

3 施策の展開方向及び主な取組み

●持続可能な社会づくりのためのライフスタイルの提唱・推進
「笑顔で省エネ県民運動」など地球温暖化対策に資する様々な活動への積極的な参加の促進
●家庭、事業所及び自動車の各部門における取組みの促進
環境教育の充実、省エネルギー住宅や再生可能エネルギー設備の導入促進等

基本目標１ 基本目標2 

温室効果ガス排出量削減率※（平成2年度比）

(1)環境に配慮した行動の提唱・推進

●ＣＯ２削減価値の「見える化」と環境保全事業への活用★
家庭等におけるＣＯ２削減価値の都市圏企業等への売却と、売却益を活用した地域の環境保全活動への支援
●水素の利活用に関する県民理解の促進と検討★

(2)先進的な地域システムの構築

3 施策の展開方向及び主な取組み

●事業者の課題克服に向けた、適地の選定や地元住民との合意形成などへの行政としての適切な関与★
●バイオマス発電の燃料となる木材の確保の課題に対応し導入を促進★
●県民参加型の再生可能エネルギー事業に係る地域貢献活動を支援し、事業者と地域との連携を促進

(1)大規模事業の県内展開促進

●国庫補助制度等を活用した公共施設等への再生可能エネルギーの率先導入
●太陽光発電設備、太陽光発電設備に併設する蓄電池、木質バイオマス燃焼機器等設備導入助成による、家庭における再生
可能エネルギー利用の普及拡大
●研究から設備導入までの段階に応じた支援を行い、地域性の高い再生可能エネルギーの熱利用の促進

(2)地域分散型の導入促進

●関連産業との連携による立地サポート分野及びメンテナンス等アフターマーケットビジネスへの県内企業の参入の促進
(3)産業振興、地域活性化への展開●地球温暖化防止を推進する体制の強化

●自治体の率先的な取組みの促進

(3)地球温暖化対策の推進体制の強化

●政府の「気候変動の影響への適応計画」に掲げる分野ごとの取組み
(4)気候変動による影響への適応★

計画策定時値

※森林吸収量控除後ベース

目標値 現状（最新）値

2.8%増（H20） 20%減（H32） 0.7%増（H25）

1 現状と課題
●再生可能エネルギー等開発量の目標に対し全体として
は概ね順調に推移
●太陽光発電とバイオマス発電が好調な一方、風力発電
と熱利用は低調であり、導入促進に向け、顕在化してき
た課題への対応が必要
●政府による固定価格買取制度の見直しや再生可能エ
ネルギー導入拡大に向けた規制・制度改革等の進展

●大規模事業展開の隘路となる立地・接続・資金の制約への総合的な対応
●エネルギー種別ごとの課題や政府の電力システム改革等を踏まえた導入促進策の展開

山形県エネルギー戦略策定後のエネルギー開発量（ 累計）

戦略の開発目標 平成27年度末開発量

平成32年度

合　　計 67.3万kW

平成42年度

101.5万kW

稼働分

17.9万kW

計画決定分

22.3万kW

合　計

40.2万kW

温室効果ガス排出量削減率
現状：平成２年度比0.7％増（平成25年度）
目標：平成25年度（総排出量987万ｔ）比
　　　19％減（森林吸収量控除後排出量800万ｔ）（平成32年度）★
　　  （26％減（森林吸収量控除後排出量736 万ｔ）（平成42 年度））★

山形県エネルギー戦略策定後のエネルギー開発量（累計）
現状：40.2万 kW（電源37.0万 kW、熱源3.2万 kW）（平成27年度）
目標：67.3 万 kW（電源57.0 万 kW、熱源10.3 万 kW）（平成32 年度）

※主な環境指標は7ページをご参照ください。

※主な環境指標は7ページをご参照ください。

1,000
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本県のエネルギー消費量の推移

バイオマス発電事業

温室効果ガスの排出量と削減目標（二酸化炭素換算 )

部門別二酸化炭素排出量

★は新規又は数値見直し項目 ★は新規項目

※端数処理の関係から構成比の合計は100%にならない。

産業部門
25.1%

転換部門
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廃棄物部門
3.5%

民生（家庭）
部門 23.0%

民生（業務）
部門 19.4%

運輸部門
25.8%
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ごみゼロやまがたの実現に向けた循環型社会の構築

1 現状と課題

2 今後の取組みの方向と数値目標

●一般廃棄物は、「ごみゼロやまがた県民運動」の成果が
認められる分野はあるものの、生活系ごみの減少率は、
人口減少率に即したものにとどまり、事業系ごみは、景
気の好転等により量自体増加しており、効果的な対策
が必要

●産業廃棄物は、排出抑制とリサイクル率の向上が進み、
最終処分量は着実に減少

●「全国一ごみの少ない県」を目指して、資源循環型社会シ
ステムの形成、資源の循環を担う産業の振興及び廃棄物
の適正な処理による環境負荷の低減を柱に施策を推進

3 施策の展開方向及び主な取組み

●廃棄物の発生抑制及び再使用の優先
生ごみの減量化、「食品ロス」の削減など、日常でできる取組みの一層の普及啓発
ごみ処理有料化導入の働き掛け
●廃棄物の再生利用の推進
工業団地を対象とした紙ごみ等の共同回収モデルシステムの構築★
●３Ｒに係る人材育成
やまがた環境展等のイベント開催など啓発活動の積極的な展開

基本目標3 

１人１日当たりのごみ（一般廃棄物）の排出量

(1)資源循環型社会システムの形成

●研究開発から施設・設備整備支援
●県リサイクル認定製品数の増加、認定製品の改良や販路拡大の取組み支援
●下水道処理施設における消化ガス発電や廃棄物処理施設における廃棄物発電等の導入など、自立・分散型のエネルギー
源としての利活用の取組みの推進

(2)資源の循環を担う産業の振興

●市町村、地域住民や民間団体等と連携した、不法投棄の未然防止及び原状回復事業の支援
●大規模自然災害による被害や被災市町村の支援を想定した廃棄物処理体制の構築★

(3)廃棄物の適正な処理による環境負荷の低減

計画策定時値 目標値 現状（最新）値

909ｇ （H21） 820ｇ （H32） 925ｇ （H26）

１人１日当たりのごみ（一般廃棄物）の排出量
現状：925ｇ（平成26 年度）
目標：820ｇ（平成32 年度）

豊かな環境を守り、活かす自然共生社会の構築

1 現状と課題

2 今後の取組みの方向と数値目標

●県民の生活、産業及び文化を支える本県の恵み豊かな
環境を良好な状態で将来の世代に継承していく必要

●全国育樹祭の開催を契機とした森づくりや自然環境保
全の機運の高まり

●野生鳥獣の生息域の拡大、個体数の増加等により被害
が深刻化する一方、捕獲の担い手である狩猟者は減
少・高齢化

●自然環境の適切な保全及び整備
●自然環境や景観の魅力の向上・発信
●野生鳥獣の適正な保護・管理の推進と捕獲の担い手の確保・育成

3 施策の展開方向及び主な取組み

●自然公園の老朽化施設の再整備と適切な維持管理
●山岳資源・名水の魅力発信と受入態勢の整備★
●森林の有する公益的機能を持続的に発揮させるため、多様で健全な森林整備を推進
●県民参加の森づくりや自然環境保全活動の推進
●継続的な河川・海岸の環境保全・清掃美化活動の支援
●温泉資源の保護及び適正利用の指導
●環境影響評価法及び環境影響評価条例の適切な運用

基本目標4 

自然公園利用者数

（1）自然環境との共生

●希少な野生動植物の保護
●鳥獣の生息状況の把握と適正な管理の推進★
（ニホンザル、ツキノワグマ、イノシシ）
●捕獲の担い手の確保・育成とイノシシの捕獲推進のための捕獲技術の向上★
●ツキノワグマによる人身被害の未然防止のための周知啓発
●集落・農地に隣接した里山林の間伐等による鳥獣出没抑制緩衝帯の整備の推進

（2）生物多様性の保全

計画策定時値 目標値 現状（最新）値

12,453千人（H22） 14,000千人（H32） 11,255千人（H27）

自然公園利用者数
現状：11,255 千人（平成27 年度）　　目標：14,000 千人（平成32 年度）

※主な環境指標は7ページをご参照ください。

※主な環境指標は7ページをご参照ください。

家庭系ごみ・事業系ごみ（一般廃棄物）の排出量
※家庭系ごみは、生活系ごみから資源ごみ等を除いたものです。

1人 1日当たりのごみ（一般廃棄物）の排出量

間伐体験会
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環境教育を通じた環境の人づくり安全で良好な生活環境の確保

1 現状と課題

2 今後の取組みの方向と数値目標 2 今後の取組みの方向と数値目標

●本県の大気環境や水環境は総じて良好
●県内の生活排水処理施設普及率は90％を超えている
が、市町村間で大きな格差が生じているほか、４万基を
超える単独処理浄化槽が現存
●水資源の保全に悪影響を及ぼす土地取引等や開発行
為の抑制が必要

●環境基準が達成された状況の維持及び達成されていない地域における基準の達成を目標として、必要な施策を推進
●生活排水処理施設の早期整備及び適切な運営管理を推進

3 施策の展開方向及び主な取組み

●大気環境の常時監視及び県民への適切な情報提供
●騒音振動防止対策としての法令に基づく規制・指導及び普及啓発
●市町村と連携した悪臭防止対策
●オゾン層の保護、酸性雨対策

基本目標5 基本目標6 

環境基準達成率（公共用水域）

(1)大気環境の保全

●公共用水域及び地下水における水質の常時監視、県民への適切な情報提供
●生活排水処理施設については、今後10年を目途として新規整備の概ね完了を目指す★
とともに、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換を一層促進★
●山形県水資源保全条例に基づく水資源保全地域の指定拡大と適正な土地利用の確保

(2)水環境・水資源の保全★

(3)土壌環境・地盤環境の保全

3 施策の展開方向及び主な取組み

●専門的な知見や実践経験を有する人材の発掘・育成と積極的な活用
環境アドバイザーや地球温暖化防止活動推進員（環境マイスター）など、環境教育の担い手となる人材の発掘・育成、活動
機会の創出による継続した活動を支援
●環境教育を提供する多様な主体の連携・協働
●地域で子どもの環境学習を進めるプログラムの整備★
日常生活や事業活動において自らが率先して環境に配慮した行動を実践する人材育成のための、子どもの考える力や行
動する意欲を養うプログラムを整備

(1)環境学習の意欲増進

●環境科学研究センターの拠点機能の発揮
環境教育に関する相談受付、環境教室や出前講座、環境アドバイザーや地球温暖化防止活動推進員の派遣などの環境教
育拠点機能の充実と、ＩＣＴを活用した周知等による利用促進
●環境学習機会の充実
環境学習支援団体の認定数の増加とＰＲによる環境学習機会の充実
自然博物園や少年自然の家等の県の施設や環境学習支援団体等を活用した体験型の環境教育の推進
●学校、地域、家庭、職場における環境教育の推進
学校、地域、家庭、職場、民間団体等と連携した地域における環境学習の活性化
人と、木や森との関わりを主体的に考える豊かな心をもつ人づくりを目的とした「木育」の推進★

(2)環境教育の充実

計画策定時値 目標値 現状（最新）値

96.1％ （H22） 100％ （H32） 96.2％ （H27）

環境学習・環境保全活動への参加者数

計画策定時値 目標値 現状（最新）値

94千人（H22） 148千人（H32） 149千人（H27）

1 現状と課題
●持続可能な社会の形成のため、県民の環境学習への意
欲を増進し、環境に配慮した行動の実践を促す必要
●県民参加の森づくり活動の推進や環境学習支援団体
の認定、環境科学研究センターの利用促進などに取り
組み、平成27 年度で数値目標を達成

●学校、地域等の様々な機会であらゆる世代に対し環境教育を積極的に展開
●環境学習支援団体の認定数の増加や、やまがた緑環境税を活用した森づくり活動への参加者数の増加等を見込み、新たな
数値目標を設定

環境基準達成率（公共用水域）
現状：96.2％（平成27 年度）　　　目標：100％（平成32 年度） 環境学習・環境保全活動への参加者数

現状：149 千人（平成27 年度）　　　目標：167 千人（平成32 年度）★

もくいく

※主な環境指標は7ページをご参照ください。
※主な環境指標は7ページをご参照ください。

●土壌環境情報の収集や土壌汚染情報の把握及び地盤沈下の監視の継続

(4)化学物質の環境リスクの低減
●環境中のダイオキシン類の計画的な監視並びに焼却施設設置者に対する排出ガス自主測定の実施及び排出基準の遵守指導

(5)公害被害等の防止と解決
●公害苦情相談員の配置や県公害審査会による適切な解決

(6)原子力発電所の事故に伴う放射線対策(モニタリング)
●一般環境中の空間放射線量や放射性物質の濃度の測定・公表

ダイオキシン分析

農薬分析

再生可能エネルギー
に関する学習会

手回し発電体験

★は新規項目 ★は新規又は数値見直し項目



14 第３次山形県環境計画【中間見直し版:概要】 第３次山形県環境計画【中間見直し版:概要】 15

９つの重点プロジェクト

1

6

7

8

9

3

4

地球温暖化防止県民運動推進プロジェクト

県民みんなで支える森づくりの推進プロジェクト

2 再生可能エネルギー導入促進プロジェクト

生物多様性保全プロジェクト

やまがた山と水魅力向上推進プロジェクト★

いのちの水をつなぐ最上川保全プロジェクト

環境教育推進プロジェクト

●大規模事業の県内展開促進★
◆立地、接続、資金制約への総合的な対応
 　・ 農山漁村再エネ法の活用による市町村のゾーニング、
　　県民参加型事業の促進など
◆エネルギー種別毎の課題への対応
 　・ 風力発電等の導入適地深堀り、やまがた森林ノミクスによる木質バイオマス燃料の確保など

●家庭におけるごみの発生抑制やリサイクルの推進
◆ごみゼロやまがた県民運動による普及啓発
　 ・ マイバック運動、食品ロスの削減★など

●循環型産業の育成強化
◆廃棄物の発生抑制やリサイクル推進のための研究開発、施設・設備整備に対する支援

●国庫補助事業ややまがた緑環境税を活用した森林の公益的機能の維持増進
◆荒廃のおそれのある森林の整備、計画的な間伐実施、路網整備の強化★など

●循環型産業の市場拡大
◆リサイクル製品認定制度の普及
◆リサイクル認定製品の販路拡大の取組みへの支援など

●事業所や地域におけるごみの発生抑制やリサイクルの推進
◆事業系ごみの共同回収モデルシステムの構築★
◆ごみの削減・リサイクルに取り組む食品販売業者や飲食店等の登録制度の創設・推進★

ごみゼロやまがた推進プロジェクト

循環型産業振興プロジェクト

5 県民みんなで支える森づくりの推進プロジェクト

〔目標〕（H32年度）
○再生可能エネルギー導入量　67.3万kW
　　　（電源57.0万kW、熱源10.3万kW）

〔目標〕（H32年度）
○１人1日当たりのごみ（一般廃棄物）の
　排出量　820ｇ
○ごみ（一般廃棄物）リサイクル率　27％

〔目標〕（H32年度）
○リサイクル製品認定数(累計)　70製品

●家庭のアクションの推進

●ＣＯ2削減価値の「見える化」と環境保全事業への活用★
●事業所のアクションの推進

◆省エネ行動の実践メニューの提示、省エネ住宅の普及など

●自動車のアクションの推進
◆次世代自動車の普及、エコドライブの実践など

●家庭及び事業所・公共施設への導入促進
◆家庭や事業所における再エネ設備導入への助成、国庫補助制度を活用した学校など公共施設等への率先導入

●エリア供給システムの構築促進

◆エコスタイルの実践、自主的な排出削減計画の策定、
　環境マネジメントシステムの普及など

〔目標〕（H32年度）
○家庭のアクション参加世帯数（累計）
  20万世帯
○事業所のアクション参加事業者数　
  500事業者
○自動車のアクション
 ・ 次世代自動車普及率　20％
 ・ エコドライブ講習受講者数　38,000人

●森林資源の循環利用の促進
◆主伐後の再造林の支援強化★、間伐材や林地残材、
　木質バイオマスの利用促進など
●みどり豊かな森林環境づくりの推進
◆ＮＰＯ、森づくり活動団体、市町村、企業等による
　森づくり活動等への支援など

●生物多様性を保全するための状況把握や戦略の推進
◆鳥獣の生育状況の把握とクマ、サル、イノシシ等の適正な管理の推進★
◆捕獲の担い手の確保・育成とイノシシ捕獲技術の普及向上★

山岳資源の多様な活用と受入態勢の充実★
◆「やまがた百名山」の積極的な発信
◆山岳ガイドの養成支援、登山道の補修など

最上川の清流化の推進
◆生活排水処理施設の整備の促進
◆単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換に係る個人
　負担の軽減助成★など

環境学習の意欲増進・環境教育の充実
◆地球温暖化防止活動の推進、環境アドバイザーの積極的な
　活用など
◆環境学習支援団体の認定数の増加とＰＲ
◆地域で子どもの環境学習を進めるプログラムの整備★

散乱ごみ対策の推進
◆河川愛護活動団体などによる継続的な河川・海岸の環境保全
　 ・ 清掃美化活動の支援
◆海岸漂着ごみの回収処理及び発生抑制対策の推進など
　

名水の選定と地域活性化への活用★
◆「里の名水・やまがた百選」の選定及び積極的な情報発信
◆地域づくりや観光への活用のための磨き上げの取組みや
　優れた湧水の保全を進める取組みの支援

●野生鳥獣の保護と管理
◆特定鳥獣保護管理計画の策定、取組みなど

●自然環境保全地域や自然公園等の重要地域、里地里山の保全

●豊かなみどりを守り育む意識の醸成
◆森林・自然環境学習や「木育」の推進、やまがた緑環境税の検証結果の県民への一層の周知など

〔目標〕
○森づくり活動への参加人数
　　　　　　　　107,000人（H32年度）
○森林吸収源対策面積
　　　　　　　　60,500ha（H31年度）

〔目標〕（H32年度）
○鳥獣保護区面積　80,847ha
○特別保護地区面積　5,568ha

〔目標〕
○山岳観光地観光者数　1,000千人
　（H32年度）
○「里の名水・やまがた百選」の選定箇所数
　（累計）　53箇所（H31年度）

〔目標〕（H32年度）
○公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の 
　達成率　100％
○海岸清掃ボランティア参加者数 4,000人
○河川愛護活動実施団体数   500団体

〔目標〕（H32年度）
○環境学習施設利用者数　17,500人
○環境学習支援団体認定数　40団体

モリ

もくいく

★は新規項目 ★は新規項目
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基本目標の実現に向けた共通基盤 計画の推進

1 環境情報の収集･提供

1 計画の推進体制

●様々な媒体を活用した積極的な情報提供の推進
◆県民のニーズを踏まえた環境に関する様々な情報について、各種刊行物、インターネット、マスメディア等で広報を推進
◆環境情報を体系的に収集・整理し、環境白書や県ホームページ等により一元的にわかりやすく提供
◆環境汚染や野生生物による被害など緊急時の対応を含め迅速な情報提供を推進

●県における推進体制
◆山形県環境審議会環境計画管理部会を活用し、計画を全体的に進行管理
◆環境やまがた推進本部（本部長：知事）を活用し、県庁各部局の環境に関する施策の総合調整、環境に関する緊急課題
への連携対応

2 計画の進行管理 

◆環境審議会に本計画に基づく施策の進捗状況を 報告し、
意見・提言を受け、PDCAサイクルにより継続的改善 

◆県の環境状況や施策の実施などを環境白書により公表 

3 計画の見直し

◆新たな環境課題や社会経済情勢の変化等に対応するた
め、必要に応じ見直し

●県民、民間団体、事業者、市町村との連携 
◆個別の取組みで解決困難な環境課題に対し、関連する各主体間の認識の共有化、役割の明確化、連携体制の整備によ
り、協働で取り組む事業等を推進 

●国との連携、広域連携、国際協力の推進
◆国、他の地方公共団体との連携を推進
◆廃棄物の不法投棄防止、特定鳥獣の保護管理などの広域的な環境問題について、隣接県等との 施策の広域連携を推進
◆酸性雨などの国境を越えて影響を及ぼす環境問題について、国等関係機関と連携し調査を行 うとともに、環境技術や環
　境人材交流など国際協力を推進 

●財源の効率的な活用
◆やまがた緑環境税や産業廃棄物税を含めた財源の確保に
留意し、計画を推進 

◆最小の経費で最大の効果が得られるよう、規制的手法、経
済的手法、情報的手法など多様な政策手法の特長を活かし
ながら有効に活用 

2 パートナーシップ活動の充実

●パートナーシップによる取組みの促進
◆県民、民間団体、学校、事業者及び行政等のパートナーシップの構築により環境の保全・創造を行う体制づくりを推進

●環境保全活動の顕彰
◆優良な環境保全活動の顕彰により取組み意欲を増進

5 環境科学研究の充実

●試験研究機関との連携
◆産学官民の試験研究機関と連携し環境科学の調査研究に取り組み、研究成果等を提供

●自然環境のモニタリング調査
◆大気、水、自然環境等の継続的なモニタリングによるデータ蓄積、調査研究を推進

3 環境配慮の実践

●環境影響評価制度の運用
◆環境影響評価等による開発行為等における環境悪化の未然防止
◆新たな環境影響評価制度の導入を推進

●環境配慮の普及促進
◆環境配慮指針の普及などにより県民、団体、事業者の環境配慮を促進
◆中小事業者への環境マネジメントシステムの普及を促進

4 経済的手法の活用

●産業廃棄物税、やまがた緑環境税の積極的な活用
◆産業廃棄物税の活用による最終処分量の削減、３Ｒ推進のための施策の展開
◆やまがた緑環境税の活用による効果的な森林の整備や県民の森づくり活動への参加を促進

●やまがた社会貢献基金による環境保全活動の推進
◆やまがた社会貢献基金により県民の環境保全活動を支援

●利用者負担による環境負荷低減の取組み推進
◆ごみ減量化と３Ｒの推進に向けて、全市町村によるごみ処理有料化の導入を促進

①環境情報の収集･提供　　②パートナーシップ活動の充実
③環境配慮の実践　④経済的手法の活用　⑤環境科学研究の充実

環境やまがた推進本部

環境やまがた推進本部

環境審議会

個別問題の検討

(専門部会 )

県庁各部局の
連絡調整・進
行管理  

環境やまがた
推進本部

環境審議会
全体会議

幹事会 ◆生活排水対策専門部会
◆廃棄物減量･リサイクル推
進専門部会

◆環境教育推進専門部会 等

◆環境計画管理部会 
◆環境保全部会 
◆自然環境部会 
◆温泉部会 

計画(PLAN)
目的、目標、実施計画策定

点検・評価(CHECK)

県　民

施策の実施状況を点検・評価 

意見・提言

山形県環境審議会
環境計画管理部会

報告

見直し(ACTION)
問題点の改善

実施・運用(DO)
機動的・効率的に、
スピードを持って実施

公表

効率的な環境行
政推進のための
総合調整

環境保全及び創
造に関する基本
的事項を調査審
議 
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県民、事業者の環境配慮指針(具体的な行動)

1 地球温暖化を防止する低炭素社会の構築のために

県民の行動

県民の行動

●家電製品は家族構成やライフスタイルに合わせて適切な大
きさのもの、省エネ型のものを選ぶ。 
●冷暖房はこまめに温度調節し、適正温度(夏は28度、冬は
20度 )に設定する。 
●家電製品を使用しないときはコンセントを抜いたり主電源
を切る。 
●新築や増改築時は、太陽光など再生可能エネルギーの利用
や断熱性の高い建築資材を活用する。
●自転車や公共交通機関の利用などにより、自動車の利用を
できるだけ控える。 
●環境家計簿をつけるなど環境に配慮した生活を実践する。

事業者の行動
●環境マネジメントシステムの導入等により、事業活動全般に
おいて、省エネルギー・省資源化に努める。 
●太陽光等の再生可能エネルギーの導入に努める。 
●省エネ型生産システムや省エネ機器の導入に努める。 
●エネルギーを消費する製品の製造は、エネルギー消費効率
の良い製品の製造に努める。 
●自動車の利用時は、計画的なゆとりをもったドライブを心
掛け、エコドライブを徹底する。 
●時間差出勤、ノーマイカーデーの設定に努める。 

2 再生可能エネルギー等の導入による地域の活性化のために

●太陽光発電設備や燃料電池などの住宅への設置・利用に
努める。 
●地域の環境コミュニティ・ビジネスの事業運営への参加や
協力に努める。 

事業者の行動
●再生可能エネルギーの活用の促進、関連技術やシステムの
事業化に努める。 
●間伐材の有効利用の促進に努める。 
●バイオマスを使った製品の開発・利用に努める。 

県民の行動

3 ごみゼロやまがたの実現に向けた循環型社会の構築のために

●ごみを減らし、定められた分別の方法に従って、きちんと分
別する。 
●ものを長持ちさせ、修理、修復して使用する。 
●リサイクル製品やエコマーク製品などの購入・利用に努め
る。 
●マイバッグを持参し、過剰包装は断る。 
●紙パックや食品トレイの店頭回収、事業者回収に協力する。
●フリーマーケットやリサイクルショップなどを利用して不用
品の再利用に努める。 
●料理くずや食べ残しなどの生ごみを減らす。 
●コンポスト化容器を活用して生ごみのたい肥化に努める。 
●不法投棄をしない、させない、許さない県民運動の推進に努
める。 

事業者の行動
●企業間連携や産学連携などを推進しながら、生産、 消費・
使用、廃棄の各段階で3Rに配慮した製品の製造開発に努
める。 
●リサイクル製品やエコマーク製品などの製造・販売・利用
に努める。 
●製造・販売に際しては、消費者に対し、環境に配慮した商品
の分かりやすい表示や説明に努める。 
●事業活動に伴う資源ごみの回収、リサイクルの推進、 適切
な処理に努める。 
●消費者に対する優遇措置の導入等により、マイバッグ持参
を積極的に呼び掛ける。 
●商店街や業界団体などを単位として廃棄物の削減やリサイ
クルの推進などを共同で進める。 

県民の行動

4 豊かな環境を守り、活かす自然共生社会の構築のために

●自然と親しむ場合にはルールを守る。 
●ごみ、廃棄物を適切に処分し、空き缶や吸殻の投げ捨ては
行わない。 
●河川や海岸、森林等の果たす役割を理解するよう努める。 
●地域の緑化活動、環境美化活動、水辺環境保全活動、森林
保全活動に積極的に参加する。 
●希少な野生動植物などの捕獲や殺傷、採取や損傷はしな
い。 
●野生動植物の生息・生育環境の保全に努める。 
●美しい風土を形づくる街並みや歴史的建造物をはじめ、棚
田、里山等の環境資産に触れ、保全活動に参加する。

事業者の行動
●事業活動や開発行為において、水、土壌、森林などの自然環
境の保全に配慮する。 
●地域の緑化運動や環境美化活動等に積極的に参加、 協力
する。 
●開発行為や工作物の設置などの土地利用、その他事業活動
において、野生動植物への影響に配慮する。 
●事業所敷地内の緑化や緑地の確保に努める。 
●山形の自然、歴史、文化等と調和した景観の形成に努める。 

県民の行動

6 環境教育を通じた環境の人づくりのために 

●自然観察会など、地域の環境学習等に積極的に参加する。 
●環境問題について関心を持ち、身の回りの自然や生活環境
に目を向け、自分や家族が生活の中でできる環境に優しい
行動を実践する。 
●地域の環境保全・美化活動等について考え、積極的に参加、
実践する。 
●国際的な環境ボランティア活動や環境国際交流活動に積
極的に参加、協力する。 

事業者の行動
●事業活動における環境負荷低減の取組みを推進し、従業員
の環境保全に対する意識の向上を図る。
●研修において、環境問題を取り上げるなど従業員に対して
環境問題に関する情報を提供する。
●ボランティア休暇制度等の整備、拡充などにより、従業員の
ボランティア活動の促進に努める。
●地域に対し、企業の取り組む環境保全活動に関する情報の
提供や環境学習の機会の提供に努める。
●企業活動においても積極的に環境保全活動に取り組む。

県民の行動

5 安全で良好な生活環境の確保のために

●家庭でのごみ焼却は行わず、決められた方法で収集処理に
出す。 
●深夜、早朝の掃除、洗濯、自動車の空ぶかしなどはできる限
り控える。 
●日常生活において、悪臭など発生させないよう、こまめな掃
除やごみの保管に気をつける。 
●油、みそ汁や食べ物の残りは排水口に流さない。 
●水を流しっぱなしにしないなど、節水に努める。また、風呂
の残り湯を洗濯に利用するなど、使用後の水を有効に利用
する。 
●農薬や化学肥料の適正使用、削減に努める。 
●日曜大工等で有機溶剤などの化学薬品を使用するときは、
できるだけ揮発性の少ないものを購入・使用する。 

事業者の行動
●建設工事、その他の事業活動において、大気汚染、 騒音、振
動、悪臭などの公害防止に努める。 
●フロン類を使用した自社製品の回収システムの整備に努め
る。 
●酸性雨原因物質の排出の削減に努める。 
●排出水の水管理、浄化対策を徹底する。 
●農薬や化学肥料の適正使用、削減に努める。 
●過剰な地下水のくみ上げを控えるなど、地下水利用の適正
化に努める。 
●化学物質の利用に当たっては、適正な利用、管理保管を行
う。 
●製品の生産、使用、廃棄にわたり環境への影響を可能な限
り与えない製品づくりに努める。 
●製造工程の見直しなどにより、汚染物質の発生抑制に努め
る。 


