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計画の基本的考え方 環境基本条例の基本理念

計画の６つの基本目標

第3次山形県環境計画 （H24年3月）
～持続的発展が可能な安全で美しいやまがた創り～

　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。

　県民、事業者、民間団体、行政がそれぞれの役割分担の
もと、連携しながら廃棄物の発生抑制（リデュース）、再
使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の3Rに積極的
に取り組み、ごみを出さないライフスタイルやゼロエミッ
ション型の産業活動の定着により環境への負荷の少ない循
環型社会を構築していきます。

　大気・水環境等の常時監視、事業場対策、生活排水対策、
化学物質の適正管理等を引き続き実施し、大気･水環境等
の保全、化学物質対策等を推進し、安全で良好な生活環境
を確保していきます。
　また、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能汚染の
影響を継続して監視していきます。

　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、卒原発に向けた再生可能エネルギーの導入促進によ
る環境問題への積極的な取組みを推進し、新たな投資や技
術革新を生み出し、雇用の創出や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。

　本県が有する豊かな自然環境や自然と共生した文化、美
しい景観などを保全・創造し、自然共生社会を構築してい
きます。

　環境問題の多くが日常生活に起因することから、自然を
大切にする心や資源の節約・有効利用など県民の環境保全
の意識を高めていくため、学校、家庭、職場、地域等様々
な場面において、環境学習を実施できる機会の提供や学習
プログラムの整備等を通じて環境学習への意欲を増進し、
環境を保全・創造する取組みに主体的に参加できる人材を
育成していきます。

 計画策定の背景と趣旨

 計画の位置付け  計画の期間

 計画の対象地域

◇京都議定書発効による地球温暖化
　対策の強化取組み
◇循環型社会形成推進基本法や各種
　リサイクル法の施行による循環型
　社会構築に向けた取組み

美しく豊かな自然

山形県環境基本条例

第3次山形県総合発展計画

山形県
エネルギー

戦略

山形県新環境計画（H18年3月）

第3次
山形県環境計画

地域の特色ある風土

・社会情勢の変化に対応
・多様な環境課題の解決に向けた環境施策
・「持続的発展が可能な豊かで美しい山形県」
　の実現

様々な情勢の変化

◇第3次山形県総合発展計画（H22.3）
○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

◇東日本大震災の発生に伴う環境面での様々な課題への対応

平成23年度～32年度
※5年後を目処に計画全体を見直し
※新たな環境課題や社会経済情勢の変化
　等に適切に対応するため、必要に応じ
　見直し

山形県の全域
※地球温暖化問題など、地球規模での環境
　課題に対しては、県内での取組みを通じ
　て貢献

● 山形県地球温暖化対策実行計画
● 山形県循環型社会形成推進計画
● 県全域生活排水処理施設整備基本構想（改訂版）
● 山形県鳥獣保護事業計画
● 山形県環境教育推進基本計画　など

環境分野の個別計画

1 　地球温暖化を防止する低炭素 社会
　　の構築

3　 ごみゼロやまがたの実現に
　　向けた循環型社会の構築

5 　安全で良好な生活環境の確保

2 　再生可能エネルギー等の導入
　　による地域の活性化

4 　豊かな環境を守り、活かす
　　自然共生社会の構築

6 　環境教育を通じた環境の人づくり

恵み豊かな環境を良好な状態で
将来世代に継承

みんなで取り組む
環境負荷の少ない県土づくり

地球環境保全の
積極的な推進

人と自然との
調和の確保

持続的発展が
可能な

豊かで美しい
山形県
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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～

山形県

交流・連携

《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

みんなで取り組む環境負荷の少ない県土づくり

人と自然との調和の確保

地球環境保全の積極的な推進

燃料電池車

電気自動車

急速充電器

ハイブリッドカー

BDFを利用した
路線バス 環境教育

ペレットボイラー
ストーブ

エコ住宅 エコカー

リサイクルショップ

リサイクル企業

再生可能エネルギー
による産業の創出

バイオマス発電

オフィス街

トレイ回収

ごみの分別

福祉施設（ペレット化）

スーパーマーケット

グリーンコーナー

フリーマーケット

生ごみの堆肥化
（共同化）

商店街

電力会社

学校

農家

スギ 日本一広い
天然ブナ林

巨木

CO2吸収源

廃食用油のＢＤF化

堆肥

野菜堆肥

草木塔

ペレット

マイバッグ
で買物

風力発電
（市民ファンドの活用）

水力発電

太陽光発電

太陽光発電

ＯＡ紙の再生利用
（共同化）

地産
地消

果樹剪定枝

スマートメーター

＜見える化＞
＜設備の省エネ化＞

熱供給 熱供給
売電

＜エコツアー＞

売電

売電

＜世代間の文化の共有＞

他地域

〔多様な生物の保全〕

〔資源の循環利用〕

〔エコプロダクツ／エコサービス〕
地球温暖化防止活動推進員

優れた断熱性能

〔環境負荷の少ない交通システム〕 〔省エネ県民運動の展開（節電など）〕 〔環境教育〕 〔地産地消〕

〔地域における資源循環システム〕

〔自然と共に生きる〕

〔森林吸収資源対策の推進〕

〔未利用バイオマスの活用〕

〔共同購入〕

〔再生可能エネルギーの　
　　　　　最大限の活用〕

エネルギーの
地域間供給

トレイ回収
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《 計画の推進 》
1．計画の推進体制
　①県における推進体制
　・環境やまがた推進本部、山形県
　　環境審議会における進行管理等
　②県民、事業者、民間団体、市町
　　村との連携
　・テーマに応じた連携体制の構築
　　など協働で取り組む事業等の推
　　進

2．計画の進行管理

3．計画の見直し
○５年後を目処に計画全体を見直し
○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

⑴環境に配慮した行動
の提唱・推進

⑵先進的な地域システ
ムの構築

⑴再生可能エネルギー
の積極的な利活用

⑵低炭素社会を支える
環境関連産業の創出

   ・育成
⑶環境活動に対する内

外からの活力の引込
み

⑴資源循環型社会シス
テムの形成

⑵資源の循環を担う産
業の振興

⑶廃棄物の適正処理に
よる環境負荷の低減

⑴自然環境との共生

⑵生物多様性の保全

⑶自然との共生の文化
や風土の伝承

⑴大気環境の保全
⑵水環境（質・量）の保

全
⑶土壌環境、地盤環境

の保全
⑷化学物質の環境リス

クの低減
⑸公害被害等の防止と
　解決
⑹原子力発電所の事故

に伴う放射線対策

⑴環境学習の意欲増進

⑵環境教育の充実

1― ⑴①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家庭における省エネルギーの推進
③事業所における自主的な二酸化炭素削減計画の策定と取組
　みの促進
④自動車の温室効果ガスの排出抑制

1― ⑵①二酸化炭素削減効果の｢見える化｣の推進
②森林吸収源対策の推進
③排出量取引制度の活用促進
④環境負荷の少ない都市、交通など社会基盤の構築
⑤先進的な地域づくりの推進
⑥地域システムの運用を支える仕組みの構築

2― ⑴①再生可能エネルギーの積極的な導入によるエネルギーの安定
　　　  確保と地域の活性化

②風力発電施設と自然環境との調和
2― ⑵①再生可能エネルギーの利活用を通じた環境関連産業

　の創出・育成
②環境負荷の低減等に資する研究開発の推進
③環境関連産業の市場形成の促進

2― ⑶①環境ファンド等の活用や仕組みの検討
②グリーン・ツーリズム等環境資産を活かした産業の振興

3― ⑴①県民との協働による3Rの推進
②廃棄物の資源としての循環利用の促進

3― ⑵①循環型産業の創出・育成
②循環型産業の市場形成の促進

3― ⑶①廃棄物の適正処理の推進
②廃棄物の不法投棄の防止

4― ⑴①自然環境の保全と活用
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環境の保全に資する産業活動の促進

4― ⑵①クマ・サル等野生鳥獣の保護、管理
②希少な野生動植物等の保護
③生物多様性保全に資する農林業生産活動の推進

4― ⑶①最上川文化の保全と伝承
②地域の景観や文化の伝承

5― ⑴①大気汚染物質対策　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― ⑵①河川、湖沼等の水質保全対策
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― ⑶①土壌環境の保全　②地盤環境の保全
5― ⑷①有害化学物質対策　②化学物質の適正管理
5― ⑸①公害苦情の処理　②公害紛争の処理
5― ⑹①福島第一原子力発電所事故に係る放射線対策
　　　②平常時の放射線対策

6― ⑴①人材の育成と活用
②環境学習機会の充実
③再生可能エネルギー等の環境学習プログラムの整備
④環境保全活動の顕彰

6― ⑵①環境学習施設における環境教育
②学校、地域、職場における環境教育

第３次山形県環境計画　〜持続的発展が 可能な安全で美しいやまがた創り〜   （全体像）

施策の展開方向

持
続
的
発
展
が
可
能
な
豊
か
で
美
し
い
山
形
県

《 計画の基本的事項 》
①目的：山形県の環境の中長期目標、環
　　　　境の保全・創造に関する施策の
　　　　展開方向を示す基本計画
②趣旨：東日本大震災の発生など、環境
　　　　面での新たな課題等に対応
③根拠：山形県環境基本条例第10条
④期間：平成23年度〜平成32年度
⑤地域：山形県全域

《 目標実現のための共通基盤 》
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

《重点プロジェクト》
目標実現のための8つの
重点プロジェクトを推進

環境やまがた推進本部

《 環境配慮指針 》
県民生活や事業活動をより環境に配
慮したものに変えていくため、県民
・事業者や県・市町村向けの取組み
の指針を作成

基本目標 主な取組み 主な環境指標

・二酸化炭素排出量（総排出量）
・エコアクション21認証取得事業所数
・エコカー普及率
・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
・森林吸収源対策面積（累計）
・森林による二酸化炭素吸収量
・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数

902.5万t（H20）
41事業所（H22）

 ー 　　　 

13件（H22）

14,264ha（H21）
161万t（H21）

3市町（H22）

22市町（H22）

713.5万t（H32）
260事業所（H32）

80%（H32）

15件（H24）

55,900ha（H31）
170万t（H32）

全市町村（H32）

全市町村（H27）

・木質バイオマスの使用量（燃料用）
・農業水利施設における小水力発電の実証地区

等の設定
・県産木材供給量
・グリーンツーリズムの交流人口

1,318t/年（H22）

0（H22）

295千㎥ /年（H22）
842万人（H22）

20,300t/年（H31）

県内4地域（H27）

450千㎥ /年（H31）
1,000万人（H31）

・一般廃棄物の排出量
・産業廃棄物の排出量
・一般廃棄物リサイクル率
・産業廃棄物リサイクル率
・一般廃棄物最終処分量
・産業廃棄物最終処分量
・リサイクル製品認定数
・グリーン購入調達方針策定市町村数
・優良産廃処理業者認定件数
・不法投棄防止協力団体数
・不法投棄防止対策事業への参加者数

416千t（H21）
3,557千t（H21）

19.9%（H21）
58.4%（H21）
48千t（H21）

113千t（H21）
50製品（H22）
10市町（H22）

  　　ー 　　　 
10団体（H22）
337人（H21）

355千t（H32）
3,622千t（H32）

25%（H32）
60%（H32）

39千t（H32）
90千t（H32）

70製品（H32）
全市町村（H32）

100事業者（H32）
14団体（H32）
450人（H32）

・新たな森づくりへの参加人数
・荒廃森林の整備面積
・鳥獣保護区面積
・河川アダプト団体数
・都市計画区域内1人あたり都市公園面積
・販売農家に占める環境保全型農業に取り組ん

でいる農家数の割合

78,797人（H22）
4,901ha（H22）

89,636ha（H22）
380団体（H22）

17.6㎡ /人（H21）

58%（H21）

100,000人（H31）
11,600ha（H28）
90,387ha（H28）

460団体（H30）
20.0㎡ /人（H32）

75%（H31）

・環境基準達成率　大気
・環境基準達成率　騒音
・環境基準達成率　地下水
・環境基準達成率　土壌
・環境基準達成率　有害化学物質
・生活排水処理施設普及率
・公害紛争に新たに持ち込まれる件数

100%（H22）
99.1%（H22）
86.1%（H22）
100%（H22）
100%（H22）
87.2%（H22）

0件（H22）

100%（H32）
100%（H32）
100%（H32）
100%（H32）
100%（H32）
91%（H27）
0件（H32）

・地球温暖化防止活動推進員数
　（環境マイスター含む）
・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
・環境学習施設利用者数
・森林環境学習への参加数（緑の少年団活動等）

674人（H22）

24団体（H22）
   　ー  　　　

13,414人（H22）
2,000人（H21）

1,000人（H27）

40団体（H32）
28,000人（H32）
17,500人（H32）
4,000人　（H31）

計画を推進するための取組み

温室効果ガス排出量削減率
・基準年（H2）  845万t
・目標△20%（H32）
　　　（169万t削減）

再生可能エネルギー導入量
・現状 
　7.2万kW （H22）
・目標
　66.0万kW （H32）

一人1日当たりごみ排出量
・現状　909g （H21）
・目標　820g（H32）

自然公園利用者数
・現状 
　12,453千人 （H22）
・目標
　14,000千人 （H32）

環境基準達成率
公共用水域　延べ53水域
・現状　96.1% （H22）
・目標　100% （H32）

環境学習･環境保全活動へ
の参加者数
・現状　94千人（H22）
・目標　148千人  （H32）

1.地球温暖化を防止する
　低炭素社会の構築

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

（現状値） （目標値）

公表 意見・提言 報告

県　民 環境審議会

継続的改善

計　画

点検・評価

見直し 実施・
運用
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　環境に配慮した行動の提唱・推進

　先進的な地域システムの構築

　再生可能エネルギーの積極的な利活用

　低炭素社会を支える環境関連産業の創出・育成

　環境活動に対する内外からの活力の引込み

●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
●家庭における省エネルギーの推進
●事業所における自主的な二酸化炭素削減計画の策定と
　取組みの促進
●自動車の温室効果ガスの排出抑制

●二酸化炭素削減効果の「見える化」の推進
●森林吸収源対策の推進
●排出量取引制度の活用促進
●環境負荷の少ない都市、交通など社会基盤の構築
●先進的な地域づくりの推進
●地域システムの運用を支える仕組みの構築

●再生可能エネルギーの積極的な導入によるエネルギーの安定確保と地域の活性化
●風力発電施設と自然環境との調和

● 再生可能エネルギーの利活用を通じた環境関連産業の創出・育成
● 環境負荷の低減等に資する研究開発の推進
● 環境関連産業の市場形成の促進

●環境ファンド等の活用や仕組みの検討
●グリーン・ツーリズム等環境資産を活かした産業の振興

◆低炭素で持続可能な社会づくりのためのライフスタ
　イルの普及啓発を行います。
◆「地球温暖化対策実行計画」により総合的な省エネ
　ルギー対策や再生可能エネルギーの導入促進に取り
　組みます。
◆省エネ技術や再生可能エネルギーに関する情報を提
　供、普及啓発することにより、県民、事業者等の主
　体的な省エネルギーに対する行動を促進します。

◆省エネルギー活動等の成果の「見える化」を推進し
　ます。
◆森林吸収量の数値目標を明確にし、県民の森林保全
　への意識向上を図ります。
◆国内排出量取引制度の普及促進を図るとともに、県
　独自の排出量取引制度の創設を検討･実施します。
◆スマートグリッド等を駆使したエリア単位のエネル
　ギー供給システムの構築を進めます。
◆市民ファンドの活用など、地域の特性を活かした再
　生可能エネルギーの導入モデルづくりを進めます。
◆バイオマス等の地域賦存のエネルギーの利用を推進
　する地域づくりを進めます。
◆中山間地域の活性化に結びつく地域住民による環境
　保全のための取組みを促進します。

◆本県賦存の自然エネルギーを活用した再生可能エネルギーの開発促進と地域導入を推進します。
◆石油・石炭等から天然ガス等の低炭素型エネルギーへの転換を進めます。
◆地中熱等再生可能エネルギーの熱源としての利用拡大を図り、省エネルギーを推進します。
◆再生可能エネルギーを主体としたエネルギー供給体制の構築を通して県内産業の振興、地域活性化につなげていく施
　策の展開を図ります。

◆再生可能エネルギーと企業の固有技術を組み合わせた関連産業の創出、
　振興を進めます。
◆バイオマスの活用や安定供給等に向けた施策を推進するとともに、需要
　拡大により循環する仕組みの構築を促進します。
◆廃棄物や未利用資源の利活用に関する研究開発を進めます。
◆地球温暖化防止に対応した農業分野の研究開発を進めます。
◆酒田港のリサイクル物流拠点機能の強化充実を図ります。

◆市民ファンドや地元資本を引き込む再生可能エネル
　ギーの地域導入など、新たなビジネスモデルづくり
　を進めます。
◆グリーン・ツーリズムの推進により、新たな交流産
　業の創出を図ります。

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

1．再生可能エネルギーの積極的な利活用
2．低炭素社会を支える環境関連産業の創出・育成
3．環境活動に対する内外からの活力の引込み

地球温暖化を防止する低炭素社会の構築 再生可能エネルギー等の導入による地域の活性化

取組む
こと

取組む
こと

845万トン

1,000万トン

+18.3% ▲32.4%

▲20%

676万トン

1990年度
〈基準年〉

2008年度
〈現　況〉

2020年度
〈削減目標〉

0

200

400

600

800

1，000

1，200 廃棄物部門
2.3%

運輸部門
22.0% 産業部門

32.5%

民生（家庭）
部門
22.2%

民生（業務）
部門
18.0%

2009年度
841.4万tーCO2

転換部門
3.0%

基本目標 1

県内の温室効果ガスの排出量と削減目標 部門別二酸化炭素排出量

基本目標 2

１

１

２

２

３

山形県地球温暖化
対策実行計画

〔ICT で省エネに貢献する〕
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　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

　廃棄物の適正処理による環境負荷の低減

●県民との協働による3Rの推進
●廃棄物の資源としての循環利用の促進

●循環型産業の創出・育成
●循環型産業の市場形成の促進

●廃棄物の適正処理の推進
●廃棄物の不法投棄の防止

◆県民との協働による3Rの取組みを推進します。
◆事業者による廃棄物の循環利用の取組みを促進しま
　す。
◆農業、建設、食品など様々な分野での廃棄物等の利
　活用を推進します。

◆廃棄物の発生抑制やリサイクルの推進に関する研究開発や事業化調査への支援を行います。
◆新たなリサイクル産業の創出のための産学交流・情報交換機会の提供を行います。
◆リサイクル製品の普及啓発・情報発信を行い、消費者の意識醸成による市場拡大を進めます。

◆優良な廃棄物処理業者の育成及び支援を行います。
◆排出事業者及び廃棄物処理業者に対する監視・指導
　の徹底を図ります。
◆不法投棄を「しない」、「させない」、「許さない」と
　いう機運の醸成を図ります。

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．廃棄物の適正処理による環境負荷の低減

1．自然環境との共生
2．生物多様性の保全
3．自然との共生の文化や風土の伝承

ごみゼロやまがたの実現に向けた循環型社会の構築 豊かな環境を守り、活かす自然共生社会の構築

取組む
こと

取組む
こと

基本目標 3 基本目標 4

循環型社会に向けた処理の優先順位（3R の仕組み）

１

　自然環境との共生

●自然環境の保全と活用
●森林が有する公益的な機能の維持及び持続的な発揮
●環境の保全に資する産業活動の促進

◆自然公園等の保全、活用を図ります。
◆里地里山の保全を図ります。
◆河川環境、海洋・沿岸域環境の保全を図ります。
◆温泉資源の保護と適切な利用を促進します。
◆やまがた緑環境税を活用し、荒廃の恐れのある森林の整備を推進します。
◆森づくり活動に参加する県民、企業等の一層の拡大を図ります。
◆環境保全型農業を行う「全県エコエリア構想」を推進します。
◆自然環境との調和に配慮した農山漁村の整備を促進します。

１

２

３

　生物多様性の保全

●野生鳥獣の保護、管理
●希少な野生動植物等の保護
●生物多様性保全に資する農林業生産活動の推進

◆野生鳥獣の保護区の設定等を通じた生息環境の保全により共存を図りま
　す。
◆山形県版の生物多様性地域戦略を策定し、希少野生生物の保全措置等を促
　進します。
◆外来生物の防除や駆除等を行い、生態系を保全します。
◆生物多様性保全に貢献する環境保全型農業を推進します。

２

　自然との共生の文化や風土の伝承

●最上川文化の保全と伝承
●地域の景観や文化の伝承

◆最上川文化や地域の景観の保全と伝承に向けた取組み
　を推進します。
◆地域の良好な景観形成を促進します。
◆住民参加型の地域文化の創造・伝承に取り組みます。
◆地域住民と連携した環境美化の取組みを推進します。

３

処 理
（リサイクル・焼却等）

3 番目:再生利用
Recycle

リサイクル

2 番目:再使用
Reuse

リユース

1 番目:発生抑制
Reduce

リデュース

4 番目:熱回収

5 番目:適正処分

天然資源の投入

最終処分（埋立）

廃 棄

消 費

生 産
（製造・運搬等）

天然資源の
消費抑制
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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

　大気環境の保全

　水環境（質・量）の保全

　土壌環境、地盤環境の保全

　化学物質の環境リスクの低減

1 環境学習の意欲増進

2 環境教育の充実

●大気汚染物質対策
●騒音振動防止対策
●悪臭防止対策
●オゾン層の保護、酸性雨対策

●河川、湖沼等の水質保全対策
●生活排水対策
●健全な水循環と水資源の適正利用
●水環境の保全活動の推進

●公害苦情の処理
●公害紛争の処理

●福島第一原子力発電所事故に係る放射線対策
●平常時の放射線対策

●土壌環境の保全
●地盤環境の保全

●有害化学物質対策
●化学物質の適正管理

●人材の育成と活用
●環境学習機会の充実
●再生可能エネルギー等の環境学習プログラムの整備
●環境保全活動の顕彰

●環境学習施設における環境教育
●学校､ 地域、職場における環境教育

◆大気汚染物質対策の一層の推進を図ります。
◆法令に基づき騒音振動防止に関する規制、指導を行いま
　す。
◆市町村と連携し、悪臭防止対策を推進します。
◆フロン類の適正な回収、再利用、破壊等によるオゾン層
　の保護を促進します。
◆降雨の常時監視や影響把握などによる酸性雨対策を行い
　ます。

◆河川、湖沼、地下水等の常時監視を行います。
◆各種排水対策により河川水･地下水の良好な水質の維持
　を図ります。
◆県全域生活排水処理施設整備基本構想（改訂版）に基づ
　き処理施設の整備を推進します。
◆健全な水循環の保全と水資源の適正利用を推進します。
◆県民や企業、団体等との協働による水環境の保全活動を
　促進します。

◆適切かつ迅速な公害苦情への対応を進めるととも
　に、公害の未然防止を図ります。

◆低レベルの放射能汚染であっても長期の環境監視を
　行うとともに、放射能汚染が及ぼす様々な影響への
　対策を行います。

◆土壌の汚染状況の把握及び汚染土壌の拡散防止を図ります。
◆「山形県地下水の採取の適正化に関する条例」に基づき、地下水採取の規制を行うとともに、地盤沈下の監視を継続
　して行います。

◆大気、河川の定期的な調査を行い、有害化学物質の環境汚染状況を把握
　するとともに、監視・指導を行います。
◆PRTR制度による化学物質の適正管理を促進します。

◆環境に関する専門的な知見や実践経験を有する人材の発掘、育成に取り組みま
　す。
◆スキルアップに向けた指導者間の情報交換機会の充実とパートナーシップの構
　築を推進します。
◆環境学習の場を提供する環境学習支援団体の活動を支援します。
◆地域の取組みや民間団体等との連携による環境教育の機能の充実を図ります。
◆再生可能エネルギー等の新たな課題に対応する多様な環境学習プログラムの整
　備を進めます。
◆優良取組み事例の顕彰による取組み意欲の増進及び活動の紹介による取組みの
　促進を図ります。

◆環境科学研究センター等の環境学習施設を活用した環境教育や少年自然の家
　等を活用した自然体験型の環境教育を推進します。
◆地域の環境資産を学習素材として積極的に活用し、学校、家庭、職場等と連
　携した地域における環境学習の活性化を図ります。

1．大気環境の保全
2．水環境（質・量）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．環境学習の意欲増進
2．環境教育の充実

安全で良好な生活環境の確保

環境教育を通じた環境の人づくり

取組む
こと

取組む
こと

基本目標 5

基本目標 6１

１

５

６

２

３

４ ２
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8つの重点プロジェクト

　地球温暖化防止県民運動推進プロジェクト

　再生可能エネルギー利用促進プロジェクト

　環境関連産業創出・育成プロジェクト

●家庭部門の省エネルギー意識の向上による家庭のアクションの推進
　◆家庭における省エネルギーガイドブックの作成など
●事業所部門の自主的な二酸化炭素削減計画策定に向けた支援
　◆省エネルギー関連セミナー等の開催、自主削減計画作成への支援など
●自動車部門のエコドライブ、次世代自動車普及
　◆市町村単位の次世代自動車の普及モデル事業の展開･支援など

●家庭及び事業所・公共施設への導入促進
　◆再生可能エネルギーの導入促進に向けた支援制度や環境価値等の情報
　　発信･普及啓発など
●エリア供給システムの構築
　◆再生可能エネルギーの実証試験などによる地域特性に応じた導入促進
　　など

●研究開発の推進
　◆次世代自動車など低炭素社会の進展に対応した技術等の研究開発など
●再生可能エネルギーの利活用等による新たな産業の創出・育成
　◆地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入モデル事業の実施など
●循環型産業の創出・育成
　◆企業のリサイクル施設･設備の整備等への支援など

〔目標〕（H32年度）
○家庭のアクション参加世帯数  20万世帯
○事業所のアクション参加数　3,000事業所
○自動車のアクション
　・エコカー普及率 　　　　　　　 80%
　・エコドライブ講習受講者数 38,000人

〔目標〕（H32年度）
○再生可能エネルギー導入量　66.0万kW
       （電源55.7 万kW、熱源10.3万kW）

〔目標〕
○リサイクル関連貨物を含む酒田港の取扱量
　　　　　　　　　600万t（H30年代前半）
○リサイクル製品認定数 70製品（H32年度）

地球温暖化を防止する
低炭素社会の構築

再生可能エネルギー等の
導入による地域の活性化

ごみゼロやまがたの実現に
向けた循環型社会の構築

豊かな環境を守り、活かす
自然共生社会の構築

安全で良好な
生活環境の確保

環境教育を通じた
環境の人づくり

地球温暖化防止県民運動推進プロジェクト

再生可能エネルギー利用促進プロジェクト

環境関連産業創出・育成プロジェクト

ごみゼロやまがた県民運動推進プロジェクト

県民みんなで支える新たな森づくりの推進プロジェクト

生物多様性保全プロジェクト

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

基本目標 重点プロジェクト

１

　ごみゼロやまがた県民運動推進プロジェクト

●県民によるリデュース（発生抑制）の推進
　◆「一人1日当たり100gごみ減量化運動」の普及啓発、「マイバッグ運動」
　　の拡大など
●地域での取組みの強化
　◆ごみ処理有料化の全市町村導入、地域住民等と連携した不法投棄未然防止
　　対策の推進など
●産業分野での取組みの展開
　◆ゼロエミッションに取組む事業所への支援など

〔目標〕（H32年度）
○一人1日当たりごみ排出量  820g
○ごみ（一般廃棄物）
　リサイクル率 　　　　　　 25%

４

　県民みんなで支える新たな森づくりの推進プロジェクト

●「やまがた緑環境税」等を活用した人工林の計画的な育成と里山林の保全
　◆やまがた緑環境税を活用した荒廃の恐れのある森林の整備など
●県産木材及び木質バイオマス利用の促進
　◆県産木材を活用した住宅建設への支援など
●21世紀にふさわしい県民や企業等と森林のかかわりの構築
　◆NPO、地域ボランティア団体、企業等による森づくり活動等への支援など
●新たな森づくりの推進体制
　◆やまがた緑県民会議による「やまがた緑環境税」の評価検証を踏まえた効果
　　的な税の活用推進など

〔目標〕（H31年度）
○新たな森づくりへの参加人数
   　　　　　　　　　　　  10万人
○森林吸収源対策面積    55,900ha

５

　生物多様性保全プロジェクト

●生物多様性を保全するための状況把握や戦略の策定
　◆山形県生物多様性地域戦略の策定、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
　◆自然環境保全地域や自然公園等の保全管理、環境保全型農業の推進など
●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

〔目標〕
○生物多様性地域戦略の策定及び戦略に
　基づく対策の推進（H32年度）
○鳥獣保護区面積 90,387ha（H28年度）
○特別保護地区面積   5,568ha（H28年度）

６

　いのちの水をつなぐ最上川保全プロジェクト

●最上川の清流化の推進
　◆下水道、浄化槽等の整備促進による生活排水対策の推進など
●散乱ごみ対策の推進
　◆河川上中流部と連携した海岸漂着ごみの発生防止の推進など
●県民との協働による環境美化活動の推進
　◆河川アダプト制度等による県民参加の散乱ごみ対策や景観形成の推進など
●最上川文化の継承と発展への取組み
　◆最上川流域の重要文化的景観選定の申出に向けた取組み等の推進など

〔目標〕
○公共用水域の水質汚濁に係る環境
　基準の達成率　100%（H32年度）
○海岸清掃ボランティア参加者数
　　　　　　　4,000人（H32年度）
○河川アダプト団体数
　　　　　　　460団体（H30年度）

７

　環境教育推進プロジェクト

●環境学習支援団体等の活用を通した環境教育、環境学習の充実
　◆環境学習支援団体の認定等による見学施設･学習プログラムの拡充や環境
　　学習機会の充実など
●環境教育を推進する人材の育成とパートナーシップの構築
　◆環境地域づくり担い手連携推進セミナー等の開催による環境教育指導者間
　　の交流機会の充実など

〔目標〕（H32年度）
○環境学習支援団体認定数  40団体

８

２

３
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県 民

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

基本目標の実現に向けた共通基盤 計画の推進
　計画の推進体制

環境やまがた推進本部 環境審議会

環境やまがた推進本部

　計画の進行管理

　計画の見直し

●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

◆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

◆5年後を目処に計画全体を見直し
◆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

　環境情報の収集・提供

●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

１

　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

２

　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

３

１

　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

４

２

３
　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

５

環境やまがた
推進本部

環境審議会
全体会議

効率的な環境行
政推進のための
総合調整

県庁各部局
の連絡調整
 ･ 進行管理

環境保全及び
創造に関する
基本的事項を
調査審議

個別問題の検討

（専門部会）

幹事会 ◆環境企画専門部会
◆酸性雨問題専門部会
◆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

山形県環境審議会
環境計画管理部会

点検･評価（CHECK）
施策の実施状況を

点検・評価

計画（ACTION）
目的、目標、
実施計画策定

実施･運用（DO）
機動的･効率的に、

スピードを持って実施

意見･提言 報告
公
表
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県民、事業者の環境配慮指針（具体的な行動）
　 地球温暖化を防止する低炭素社会の構築のために

　 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

　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

　豊かな環境を守り、活かす自然共生社会の構築のために

　安全で良好な生活環境の確保のために

　環境教育を通じた環境の人づくりのために

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。

県民の行動
●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
●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
●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。

県民の行動
●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。

県民の行動
●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。

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。
●過剰な地下水の汲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。

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。
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