
第３章「施策」 

17 

 
第３章 施策 

 

 

 

第１節 低炭素社会づくり 

１ 再生可能エネルギー利用の推進 

２ 省エネルギー対策の推進 

３ 環境負荷の少ない都市空間の形成 

 

第２節 循環型社会づくり 

１ 発生抑制を主眼とした 

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の推進 

２ 発生した廃棄物の適正処理 

３ まちの美化と不法投棄の防止 

 

第３節 自然共生社会づくり 

１ 生物多様性・自然環境の保全 

２ 動植物の保護及び管理 

３ 自然とのふれあいの推進 

４ 大気、水等の保全 

 

第４節 原子力災害からの環境回復 

１ 空間線量モニタリング及び除染 
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施 策 体 系 

大項目 中項目 小項目 

第１節 

 

低炭素社会 

づくり 

１ 再生可能エネルギー 

利用の推進 

再生可能エネルギー等の普及促進 

エネルギーの有効活用 

２ 省エネルギー対策 

の推進 

省エネルギー行動の促進 

省エネルギー機器等の普及促進 

３ 環境負荷の少ない 

都市空間の形成 

エネルギー使用効率の良い 

都市及び交通の整備 

緑化・適切な森林整備の推進 

廃棄物の発生抑制及び循環型社会の形成 

第２節 

 

循環型社会 

づくり 

１ 発生抑制を主眼とした 

３Ｒ（リデュース・リユー

ス・リサイクル）の推進 

リデュース（発生抑制）の推進 

リユース（再使用）の推進 

リサイクル（再生利用）の推進 

２ 発生した廃棄物の 

適正処理 

一般廃棄物の適正処理 

産業廃棄物の適正処理 

３ まちの美化と 

不法投棄の防止 

まちの美化 

不法投棄の防止 

第３節 

 

自然共生社会 

づくり 

１ 生物多様性・ 

自然環境の保全 

生物多様性の保全・持続可能な利用 

森林・農地・河川等の保全 

緑地の保全・緑化の推進 

景観・天然記念物等の保全 

２ 動植物の保護及び管理 

希少野生動植物の保護 

鳥獣被害への対応 

特定外来生物の移植・移入の回避 

飼養動物の愛護及び管理 

３ 自然との 

ふれあいの推進 

自然とふれあう場の維持管理及び活用 

自然とふれあう機会の創出 

４ 大気、水等の保全 

大気環境の保全 

水環境の保全 

土壌・地下水環境の保全 

騒音・振動、悪臭の防止 

化学物質対策の推進 

第４節 
 

原子力災害か

らの環境回復 

１ 空間線量モニタリング 

及び除染 

空間線量モニタリング等の実施 

除染の実施及び汚染廃棄物の処理 

市民への情報提供等 
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低炭素社会づくり 第１節 

 

 

 

 

 

 

現在の地球の平均気温は約14℃です。これは、右

図のように、二酸化炭素や水蒸気などの「温室効果

ガス」のはたらきによるものです。もし、温室効果

ガスが全く存在しなければ、地表面から放射された

熱は地球の大気を素通りしてしまい、その場合の平

均地表面温度は約－19℃になるといわれています。 

このように、温室効果ガスは生物が生きるために

不可欠なものです。しかし、産業革命以降、人間は

石油や石炭等の化石燃料を大量に燃やして使用する

ことで、大気中への二酸化炭素の排出を急速に増加

させてしまいました。このため、温室効果がこれま

でよりも強くなり、地表面の温度が上昇しています。

これを「地球温暖化」と呼んでいます。 

出典：「地球温暖化から日本を守る適応への挑戦2012（環境省）」 

  再生可能エネルギー利用の推進 

 再生可能エネルギー等の普及促進 

 エネルギーの有効活用 

  省エネルギー対策の推進 

 省エネルギー行動の促進 

 省エネルギー機器等の普及促進 

  環境負荷の少ない都市空間の形成 

 エネルギー使用効率の良い都市及び交通の整備 

 緑化・適切な森林整備の推進 

 廃棄物の発生抑制及び循環型社会の形成 

コラム     ＜なぜ温室効果ガスが温暖化を引き起こすのか＞ 

 

いわき市地球温暖化対策実行計画―区域施策編―（第二次） 
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１ 再生可能エネルギー利用の推進  

現状と課題 

 

○地球温暖化対策や災害に強いまちづくりなどの観点から再生可能エネルギー※の導入拡

大を図り、循環を基調とした持続可能なまちづくりを目指します。 

○福島県は「再生可能エネルギー推進ビジョン※」により、「平成52年頃を目途に、県内の

エネルギー需要量の100％以上に相当する量のエネルギーを再生可能エネルギーで生み

出す県を目指す」という目標を掲げており、市としても市復興ビジョンにおいて「再生

可能エネルギーの導入を推進し、原子力発電に依存しない社会を目指す」こととしてい

ることから、県と連携して、再生可能エネルギーの一層の導入拡大を図る必要がありま

す。 

○市としては、市民や事業者による再生可能エネルギー機器の導入を支援するほか、公共

施設の改修等の機会を通して公共施設への率先導入を図る必要があります。 

○再生可能エネルギー（電気や熱利用）の多様な有効活用の方策として、ヒートポンプ※、

蓄電池、電気自動車、燃料電池※、コージェネレーション※、熱回収※など環境負荷の少な

い技術・機器利用についても普及を図る必要があります。 

○国は、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を策定し、利便性やエネルギー効率が高く、

利用段階で温室効果ガス※の排出がないなどの特徴を有する水素エネルギーが活用され

る水素社会※の実現を目指していることから、市においても、水素社会を見据え、先進事

例などを踏まえながら、水素エネルギーの利用について調査研究を行う必要があります。 
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太陽光発電導入量（kW）／化石エネルギー消費削減量（kl） 

太陽光発

電導入量

（kW） 

化石エネ

ルギー消

費削減量

（原油換

算。kl） 

kW、kl 

年度（平成） 

太陽光発電・住宅用等 719千kW

太陽光発電・公共系等 405千kW

陸上風力発電 1,391千kW

中小水力（河川部）発電 30千kW

地熱発電 0千kW

太陽熱利用 212,341万MJ

地中熱利用 1,575,101万MJ

廃棄物（生ごみ）熱利用 2,820万MJ

木質系バイオマス熱利用 14,093万MJ

<参考>市の再生可能エネルギー導入ポテンシャル

「平成24年度再生可能エネルギーに関

するゾーニング基礎情報整備報告書」

（環境省）より抜粋

「いわき市バイオマスエネルギービジョ

ン」（平成15年度）より抜粋
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環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

太陽光発電導入量 (注） 15,221 28,000 kW  

木質バイオマス熱利用導入量 (注） 10,549 11,570 GJ 

化石エネルギー消費削減量 

（原油換算時）(注） 
16,184 19,577 kl 

(注)最終年度における計画期間中の累計値 

施策の展開 

(1) 再生可能エネルギー等の普及促進 
施策の例・方向性 担当課 

・長い日照時間や豊富な森林資源を有する地域特性を踏まえ、太

陽エネルギー及び木質バイオマスエネルギーの導入拡大 

[環境企画課] 

[林務課]など 

・再生可能エネルギー関連を核とした産業振興 [産業・港湾振興課] 

・再生可能エネルギー※等の利用に対する普及啓発 [環境企画課]など 

・再生可能エネルギー機器の導入効果を把握するための仕組みの

検討及び導入効果に係る普及啓発 
[環境企画課] 

・技術開発の進展や地域の動向、実現可能性などを踏まえ、必要

に応じその他導入支援策を検討 
[環境企画課]など 

 

(2) エネルギーの有効活用 

施策の例・方向性 担当課 

・小水力※や地中熱※、廃棄物・下水排熱、コージェネレーション※、

水素エネルギーなど環境負荷の少ないエネルギーが活用される

取組を支援・検討 

[環境企画課]など 

・エネルギーの有効利用が図られるよう、国等の各種補助制度や

導入事例を情報提供 
[環境企画課] 

・再生可能エネルギーや蓄電池、燃料電池※などの分散型エネルギ

ーによる、災害時に強く環境負荷の少ないまちづくりに向けた

調査・研究 

[環境企画課]など 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 太陽光発電や太陽熱利用温水器・ソーラーシステム、木質ペレットストーブなどの再

生可能エネルギーを利用した機器の導入に努めます。 

・ 学習・体験施設などを積極的に利用し、再生可能エネルギーへの理解向上に努めます。 

● 事業者 

・ 太陽光や太陽熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーを利用した機器の導入、研究、

開発を進めます。 

・ 再生可能エネルギーを利用した機器等の販売価格の低減に努めます。  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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２ 省エネルギー対策の推進  

現状と課題 

 

○エネルギー起源の温室効果ガス排出量が増加しており、特に、原子力発電所事故の影響

により火力発電所の稼働率が上がったため、電力の温室効果ガス排出係数※が増加してい

ることなどから、温室効果ガス※の排出量が増加基調にあります。 

○特に長期的に増加基調にある民生家庭部門及び民生業務部門において、省エネルギーの

促進や、エネルギーの有効利用が必要です。 

○原子力発電に依存しない社会を目指し、再生可能エネルギー機器の導入や節電等を市民、

事業者が積極的に実施するなど、着実な省エネルギーに取り組む必要があります。 

○また、投資を伴う省エネルギー機器などへの更新等を計画的に推進し、着実な温室効果

ガス排出量の削減に取り組む必要があります。 

○国は長期的な目標として、平成62年度（2050年度）までに温室効果ガス排出量を80％削

減するとしています。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成17年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

家庭から排出される市民一人あたり

の温室効果ガス排出量（注） 
1.77 1.75 t-CO2/年 

自家用車利用に伴う 

温室効果ガス排出量（注） 
390.0 390.0 千t-CO2/年 

(注) 基準年度は平成17年度。国の平成32年度までの温室効果ガス削減目標に準じて設定。
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施策の展開 

(1) 省エネルギー行動の促進 

施策の例・方向性 担当課 

・広報紙やホームページ、出前講座などを活用し、省エネルギー

行動の実践につながる情報を提供 
[環境企画課] 

・待機消費電力※の削減や雨水の利用など、節電・節水の意識啓発 [環境企画課]など 

・安全・安心で新鮮な地場産品を選び、地産地消※を促進し、輸送

に係るエネルギー使用の削減を促進 
[環境企画課]など 

・講習会を実施するなど、エコドライブ※を促進 [環境企画課] 

・省エネルギー診断の実施 [環境企画課] 
 

(2) 省エネルギー機器等の普及促進 

施策の例・方向性 担当課 

・家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）※、ＬＥＤ※照明や高

効率給湯器※など省エネルギー関連機器の普及促進 
[環境企画課] 

・ハイブリッド自動車※や電気自動車※など低公害車※の普及啓発 [環境企画課] 

・断熱材や複層ガラス※窓等エネルギー効率が高い住宅の普及啓発 [環境企画課]など 

・省エネ機器導入効果を把握する仕組みの検討及び導入効果に係

る普及促進 
[環境企画課] 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）や環境家計簿※などにより、家庭における

エネルギー消費状況の把握に努めます。 

・ 不用な照明を消すなど、無駄なエネルギーの消費を削減します。 

・ 衣類による体温調節など、エネルギーを消費しない方法をなるべく選択します。 

・ 冷蔵室の詰めすぎを避けるなど、機器等を効率よく、必要な分だけ利用し、無駄なエ

ネルギーの発生を抑えます。 

・ 国産品や地場産品など、輸送エネルギーの消費が少ない商品を選択します。 

・ 高効率給湯器など、エネルギー効率が高い機器などの導入に努めます。 

・ エネルギー効率が高い住宅の新築・改築や改修を検討します。 

・ 雨水等の利活用を積極的に行います。 

● 事業者 

・ ＩＳＯ14001※やエコアクション21※などの環境マネジメントシステム※を導入し、自ら

の環境負荷を適切に把握します。 

・ クールビズ※、ウォームビズ※を積極的に推進し、なるべくエネルギーを消費しない方

法を選択します。 

・ 照明やＯＡ機器、冷暖房などの管理を適切に行い、不用なエネルギー消費を削減します。 

・ エコドライブの徹底や効率的な配送システムの構築、低公害車などの購入等に努めます。 

・ 商品などの製造工程における省エネルギー化を進めます。 

・ 省エネルギー商品などの開発、低価格化に努めます。 

・ 雨水等の利活用を積極的に行います。  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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３ 環境負荷の少ない都市空間の形成  

現状と課題 

 

○公共交通の利用者が減少する一方、マイカー依存が進行することにより、渋滞の発生、

大気汚染や地球温暖化の原因物質の排出量が増加する懸念が生じます。 

○エネルギー使用量の削減のため、住宅、商業・サービス施設及び公共施設などの都市機

能や生活機能が集約された都市構造の形成を図る必要があります。 

○都市空間や生活環境における都市公園や道路沿道の緑地整備を推進し、生垣や緑のカー

テン※の設置を促進するなど、エネルギー使用量の抑制等によるヒートアイランド※現象

などの緩和を図る必要があります。 

○炭素循環※を回復するため、適切な森林整備（間伐、植林）を実施するなどして、二酸化

炭素吸収量の増大を図る必要があります。 

○温室効果ガスの発生を伴う廃棄物の焼却や埋立を抑制するため、廃棄物の発生量を抑制

するなど循環型社会の形成を図る必要があります。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

一人当たりの都市公園面積 15.63 16.97 ㎡ 

造林事業実施面積(注） 15,007.70 17,289.80 ha 

(注) 最終年度における計画期間中の累計値  
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施策の展開 

(1) エネルギー使用効率の良い都市及び交通の整備 

施策の例・方向性 担当課 

・都市機能や生活機能が有機的に連携する都市構造の形成を検討 [都市計画課] 

・鉄道、バスなどの公共交通機関の利用促進 [都市計画課] 

・体系的な道路ネットワークを構築し、交通渋滞を解消するとと

もに、安全で快適な歩行環境の形成 
[土木課]など 

・環境にやさしい自転車利用の促進を図るため、安全で利便性の

高い自転車走行空間の整備を推進 
[土木課]など 

・防災や電力ひっ迫時の対策に資する蓄電池の普及促進 [環境企画課] 

・区画整理事業や新たな住宅団地の開発に伴う住宅建築にあたり、

再生可能エネルギー機器利用等の普及啓発を重点的に行い、環

境にやさしい街区形成に努める 

[環境企画課] 

[都市復興推進課] 

 

(2) 緑化・適切な森林整備の推進 

施策の例・方向性 担当課 

・都市公園整備や、道路沿道などの緑化を推進し、緑のある都市

空間を形成 
[公園緑地課]など 

・生垣設置に対する支援などにより、居住地における緑化を促進 [公園緑地課] 

・間伐などの森林整備を推進 [林務課] 

・市民や市民団体などが行う緑化推進活動や森林整備活動を促進 [林務課] 

 

(3) 廃棄物の発生抑制及び循環型社会の形成 

 次節に記載 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 近場への移動には徒歩や自転車を利用し、遠出をする際には公共交通機関を積極的に

利用します。 

・ 自家用車は、相乗りや用事をまとめて済ませるなど、効率的に利用します。 

・ 緑のカーテン※やすだれなどを利用し、日射を遮る暑さ対策を講じるなど、エネルギー

消費の抑制可能な生活環境の形成を推進します。 

 

● 事業者 

・ ノーマイカー通勤※の奨励、時差通勤※の実施に取組みます。 

・ 通勤者の送迎など、通勤車両の低減に努めます。 

・ 業務用車両などについて、低公害車※への段階的な移行を検討します。また、排気ガス

の排出抑制などのため、公共交通機関（バス、タクシー）の待機中のアイドリングス

トップ※の実施を推進します。 

・ 敷地内の緑化による暑さ対策や温室効果ガス※の吸収源対策などにより、エネルギー消

費の抑制可能な環境の形成を推進します。  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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１ 地球温暖化（気候変動）とは 

２ 地球温暖化対策実行計画の意義 

３ 温室効果ガス排出量の現状 

４ 温室効果ガス排出量の削減目標 

５ 気候変動への適応 

 
１ 地球温暖化（気候変動）とは 

 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）は、平成25年から26年にかけて取りまとめ

た第５次評価報告書において、「1880～2012年において、世界平均地上気温は0.85（0.65

～1.06）℃上昇」しており、「気候システムの温暖化には疑う余地がない」とし、また、そ

の要因としては、「世界の平均地上気温の上昇の半分以上が、温室効果ガスの排出などの人

間活動が気候に与えた影響によりもたらされた可能性が極めて高い」と指摘しています。 

地球温暖化は、極端な気象現象や生態系の損失などのリスクの増大を招くとされ、自然

生態系及び人間社会に深刻な影響を及ぼすものであり、大気中の温室効果ガスの濃度を安

定化させ地球温暖化を防止するため、温室効果ガスの排出抑制等に取り組む必要がありま

す。 

 

 

※都市化の気温への影響が比較的少ない15地点のデータをもとに、日本の平均気温の平年差（1981

年から2010年までの平均値からの差）の変化を求めた。長期的な変化を見やすくするために、5

年の移動平均処理（ある年を中心とする連続する5年の平均値をその年の値とする）を行った。 

（出典：気象庁） 

日本の平均気温の平年差 

いわき市地球温暖化対策実行計画－区域施策編－（第二次）

＜関連事項・資料編＞ 
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（出典：STOP THE 温暖化2012（環境省）） 

＜参考 温室効果ガス（ＧＨＧ：GreenHouse Gas）とは＞ 

主な温室効果ガスの種類 主な排出源 地球温暖化係数 

二酸化炭素：ＣＯ２ 化石燃料の燃焼 1 

メタン：ＣＨ４ 化石燃料の燃焼、農業、廃棄物の焼

却等 

25 

一酸化窒素（亜酸化窒素）：Ｎ２Ｏ 298 

ハイドロフルオロカーボン：ＨＦＣ 冷蔵庫やエアコンなどの冷媒等 124～14,800 

パーフルオロカーボン：ＰＦＣ 半導体製造、金属洗浄等の溶剤等 7,500～10,300 

六ふっ化硫黄：ＳＦ６ 電気絶縁ガス使用機器等 22,800 

三ふっ化窒素：ＮＦ３ 半導体素子の製造等 17,200 

※本計画における温室効果ガスの排出は、表記７種類の温室効果ガスの排出量で推計した。 

※地球温暖化係数（ＧＷＰ：Global Warming Potential）とは、二酸化炭素を基準にして、他

の温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力（効果）があるか表したもの。例えば、二酸化炭

素に比べ、メタンは25倍もの温暖化する能力（効果）があります。このため、メタン１ｔの

排出は二酸化炭素25ｔが排出されたのと同じです。 

※ハイドロフルオロカーボン及びパーフルオロカーボンは複数の種類があるため、地球温暖化

係数は範囲で表記しています。  
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２ 地球温暖化対策実行計画の意義 

 

日常生活や事業活動における大量生産、大量消費、大量廃棄の結果、資源やエネルギ

ーを大量に消費し、地球温暖化という深刻な問題を引き起こしています。 

私たちは持続可能な社会に向けて情報を共有し、化石燃料に頼った生活を続ければ、

近い将来には現在依存している資源やエネルギーが枯渇してしまうだけでなく、地球温

暖化の影響が深刻化するという認識を深めなければなりません。 

物を大量に消費し、所有する便利で快適すぎる生活から、不便を感じない程度の環境

にやさしいライフスタイルへの転換を図り、普段の暮らしや事業活動で消費する資源や

エネルギーの無駄をなくし、効率的な利用を進めるため、具体的な実践行動に取り組む

必要があります。 

また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所で

の深刻な原子力事故等による電力需給のひっ迫を契機に、災害等の非常時であっても必

要最低限のエネルギーを確保できるよう、再生可能エネルギーの活用やエネルギーの効

率的な利用を進めるという視点が重要となってきました。 

このような状況を踏まえ、本市では、市民、事業者、市の役割を適切に分担するとと

もに、連携・協働して地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進します。 

 

３ 市内の温室効果ガス排出の現状 

 

 本市における平成17年度（2005年度）における温室効果ガスの排出量は3,774.3千ｔ

-CO2であり、その内訳は、製造業の工場などによる産業部門が約23.2％、自動車などの

運輸部門が22.1％、家庭におけるエネルギー消費による民生家庭部門が約16.6％、小売

業や事務所などの民生業務部門が約15.1％となっており、特に民生家庭部門、民生業務

部門や運輸部門において、温室効果ガス排出量が増加（それぞれ、平成２年度と比較し、

64.9％、84.3％、30.7％の増加）しており、また、排出量全体としても増加傾向にあり

ます。 

 

参考指標 平成17年度 平成32年度 単位 

市内全体からの 

温室効果ガス排出量 
3,664.4 3,545.7 千t-CO2/年 

 

４ 温室効果ガス排出量の削減目標 

 

 本市としては、地球温暖化問題に対して世界規模で対策を実施する国と連動して地球

温暖化対策を推進するため、温室効果ガス排出量の削減目標においても、国と連動する

ものとし、各種施策を推進します。 

 なお、エネルギー転換部門については、エネルギー需給と連動して排出量が変動し、

市としての対策が非常に困難であることから、排出量削減の対象外とします。 
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＜参考 温室効果ガス削減量の例＞ 

実施例 CO2削減量 備考 

省エネ診断 8ｔ／事業所 市の省エネアドバイザー派遣事業の提

案内容による平均値 

ＨＥＭＳ設置 0.2ｔ／戸 家庭の省エネ行動による節電効果を約

10％として試算 

太陽光発電システム設

置 

2.9ｔ／戸 市の住宅用太陽光発電補助の実績 

（4.6ｋＷ/戸）から試算 

太陽熱高度利用システ

ム設置 

1ｔ／戸 （一社）ソーラーシステム振興協会によ

る（集熱面積６㎡） 

木質ペレットストーブ 1.1ｔ／戸 １戸につき１ｔ/台の木質ペレットを使

用するとして推計 

家庭用燃料電池（エネ

ファーム）設置 

1.3ｔ／戸 （一財）新エネルギー財団による平成21

年度定置用燃料電池大規模実証事業報

告書による 

  

0
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2 7 12 17 22 25 32 42 62
年度（平成） 

市内全体からの温室効果ガス排出量 実績と目標 
千ｔ－CO2 

削減対策をしない場合 

排出量3,545.7千ｔ－CO2 

H25比 26％削減 

 80％削減 

※エネルギー転換部門排出量は 

H17比 3.8％削減 

  H17排出量の現状維持とする 

平成32年度（2020年度）：短期目標 

平成42年度（2030年度）：中期目標 

平成62年度（2050年度）：長期目標 
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５ 気候変動への適応 

 

地球温暖化の将来的リスクとして「気候システムに対する危険な人為的干渉」による

深刻な影響の可能性が指摘され、確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主要なリスクと

して、以下の８つが予測されています。 

 

○複数の分野地域におよぶ主要リスク 

1.海面上昇、沿岸での高潮被害など 

2.大都市部への洪水による被害 

3.極端な気象現象によるインフラ等の機能停止 

4.熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病 

5.気温上昇、干ばつ等による食料安全保障の脅威 

6.水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失 

7.沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失 

8.陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失 

 

 気候システムが影響を及ぼす分野は、災害、生活、健康、食料、水資源、自然生態系

など様々な面への影響が及び、その主要な対策は環境施策に限らず、また気候、地形、

社会条件などによって気候変動の影響の内容や程度が異なり、さらには気候変動に対す

る適応は地域づくりにもつながります。本市においては、各分野の行政計画等において、

気候変動に対する適応が施策に反映されるよう調整を図ります。 

 

 

 

温暖化対策には、大き

く分けて「緩和」と「適

応」の２種類があります。

緩和は温室効果ガス排出

を抑制することで、最優

先で取り組む必要があり

ます。そして、緩和を実

施しても温暖化の影響が

避けられない場合、その

影響に対して自然や人間

社会のあり方を調整して

いくのが、適応です。 

近年顕著になりつつあ

る温暖化のリスクは、国

や地域によってさまざまで、あらゆる場所で有効な適応の方法というものはありません。その地域

に適した法制度の制定や社会システムの整備などの適応策を講じていく必要があります。 

温暖化のリスクというマイナス面ばかりを見るのではなく、温暖化のプラス面を積極的に生かす

という考え方も必要です。例えば、夏季の高温を利用して亜熱帯地方の果物を栽培し、新しい市場

を切り開くこともできるでしょう。「温暖化の時代をよりよく生きること」が、私たちに求められて

います。 

出典：「STOP THE 温暖化 2015（環境省）」 

  

コラム     ＜２つの温暖化対策：緩和と適応＞ 
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＜いわき市における温室効果ガス排出量＞ 

 

 ※四捨五入など端数処理の関係上、合計値は一致しません。 

 

 本市における温室効果ガスの排出量の総量は、平成２年度に対し、平成25年度は約25％

増加しています。 

 特に、エネルギー起源二酸化炭素排出量については、景気の影響を受けやすい産業部門

が減少していますが、民生家庭部門においては世帯数の増加、民生業務部門では店舗数の

増加、運輸部門では自動車の増加など、エネルギー使用量が増加したことを受けて約24％

増加しています。 

 今後は、再生可能エネルギーなどのような低炭素なエネルギーの活用や省エネルギー行

動の拡大などによって、エネルギーの使用量を減少していく必要があります。  

（単位：千ｔ－ＣＯ２）

H2 H7 H12 H17 H22 H25

3,064.6 3,461.5 3,558.4 3,664.4 3,502.6 3,845.9

エネルギー起源二酸化炭素（ＣＯ２） 2,872.5 3,223.6 3,322.5 3,375.5 3,246.4 3,558.1

エネルギー転換部門 341.0 374.0 369.6 541.3 690.6 725.0

産業部門 1,201.8 1,152.2 1,024.3 874.4 805.3 843.7

民生家庭部門 379.7 485.7 546.4 626.0 523.2 572.0

民生業務部門 309.9 417.6 532.6 571.1 514.5 685.1

運輸部門 640.1 794.1 849.6 762.7 712.7 732.3

非エネルギー起源ＣＯ２（廃棄物部門） 20.0 29.1 59.3 165.4 137.2 123.0

工業プロセスＣＯ２ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

メタン（ＣＨ４） 32.1 31.6 30.2 24.8 21.3 22.5

廃棄物起源（廃棄物部門） 3.9 4.5 5.1 5.0 2.7 3.6

農業（産業部門） 28.2 27.1 25.0 19.9 18.5 18.8

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 13.7 12.7 23.6 18.9 15.6 29.7

廃棄物起源（廃棄物部門） 4.0 4.5 16.7 14.0 11.9 28.3

農業（産業部門） 9.8 8.2 7.0 4.8 3.7 1.4

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） 49.9 64.6 64.6 38.1 63.7 96.2

パーフルオロカーボン（ＰＦＣ） 34.7 45.8 33.2 25.3 11.8 9.9

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 41.8 54.1 24.9 16.4 6.6 6.6

三ふっ化窒素（ＮＦ３） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

　　　　　　　　 　　　　　年度（平成）
種類・部門

温室効果ガス排出量
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循環型社会づくり 第２節 

 

 

 

 
 

循環型社会形成推進基本法において、循環可能な資源の再利用と環境への負荷軽

減を図るため、廃棄物処理やリサイクルの優先順位を次のように定めています。 

① 発生抑制（リデュース）…製品を長く使ったり生産工程で出るごみを減らし

たりしてごみを減らすこと。 

② 再使用（リユース）  …一度使用して不用になったものをそのままの形で

もう一度使うこと。 

③ 再生利用（リサイクル）…ごみを利用しやすいように処理し新しい製品の原

材料として使うこと。 

④ 熱回収 …ごみを単に焼却処理するだけではなく、焼却の際に発生するエネ

ルギーを回収・利用すること。 

⑤ 適正処分…①から④までの利用が行われないものに限り適正に埋立処分す

ること。 

  

  発生抑制を主眼とした３Ｒの推進 

 リデュース（発生抑制）の推進 

 リユース（再使用）の推進 

 リサイクル（再生利用）の推進 

  発生した廃棄物の適正処理 

 一般廃棄物の適正処理 

 産業廃棄物の適正処理 

  まちの美化と不法投棄の防止 

 まちの美化 

 不法投棄の防止 

コラム      
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１ 発生抑制を主眼とした３Ｒ（ﾘﾃﾞｭｰｽ･ﾘﾕｰｽ･ﾘｻｲｸﾙ）の推進  

現状と課題 

 

○ 大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動やライフスタイルを見直すとともに、

ごみの３Ｒ※（リデュース：発生抑制・リユース：再使用・リサイクル：再生利用）を推

進し、環境にやさしい循環型社会を構築していく必要があります。 

○ 東日本大震災後、家庭及び事業所から出るごみの排出量は増加傾向に転じており、ご

み排出量削減やリサイクル率向上に向け、環境産業の事業者との連携や、民間主導によ

るリサイクルを推進するなど、市民、事業者及び市が協働して取り組む必要があります。 

○ ３Ｒの推進にあたっては、環境への負荷軽減やごみ処理コスト削減の観点から、特に

焼却ごみ（燃やすごみ）と埋立ごみ（燃やさないごみ）の削減を図っていく必要があり

ます。 

○ また、地域特性や循環資源※の性質などに応じ、最適な規模による地域循環圏※を構築

していく必要があります。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

一人一日当たりのごみの排出量(注) 1,067 950 g/人・日 

リサイクル率 18.7 24.0 ％ 

(注)古紙類を含む  
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施策の展開 

(1) リデュース（発生抑制）の推進 
施策の例・方向性 担当課 

・市民や市内外の事業者と協働し、発生抑制を主眼とした各種３

Ｒ施策を推進 

[ごみ減量推進課] 

[清掃管理事務所] 

・多量排出事業者を対象にした立入調査や、市の処理施設におけ

る搬入物検査の強化などにより、事業系廃棄物※のさらなる減量 
[廃棄物対策課] 

・レジ袋の有料化などにより、容器包装系ごみ※のさらなる減量 [ごみ減量推進課] 

・家庭用生ごみ処理機の補助などにより、生ごみの減量化を促進 [ごみ減量推進課] 

・ごみ処理の適切な費用負担のあり方について検討 [ごみ減量推進課] 

 

(2) リユース（再使用）の推進 
施策の例・方向性 担当課 

・フリーマーケットやリサイクルショップの活用を促進 
[ごみ減量推進課] 

[清掃管理事務所] 

・不要家具や自転車の修理再生・提供 
[ごみ減量推進課] 

[清掃管理事務所] 

 

(3) リサイクル（再生利用）の推進 
施策の例・方向性 担当課 

・製品プラスチックや雑がみ、家庭系木質ごみについて、事業者

と連携したリサイクルを推進 

[ごみ減量推進課] 

[清掃管理事務所] 

・市民や事業者等との協働により、生ごみが地域の中で資源循環※す

るシステムの構築 
[ごみ減量推進課] 

・各リサイクル法の周知・啓発 
[ごみ減量推進課] 

[清掃管理事務所] 

・再資源化できるごみが、「燃やすごみ」や「燃やさないごみ」に

混入しないよう、分別の徹底を呼びかけるとともに、分別ルー

ルを分かりやすく周知 

[ごみ減量推進課] 

 
市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 詰替えや充電、長期間の使用が可能な商品、またはリサイクル商品を積極的に購入し、

使い捨て商品は極力購入を控えます。 

・ 買い物の際には、過剰包装を断るとともに、マイバッグを使用します。 

・ 道具などは、修理や再使用により、長期間使用します。 

・ リサイクルショップやフリーマーケットを利用します。 

・ 食材購入は適量とし、食べきれる量だけ調理します。また生ごみの水切りを徹底し、

なるべく堆肥化するとともに、地域で利用・循環できる仕組みづくりを検討します。 

・ 古紙、ビン、プラスチック、廃油などの資源回収や分別収集に積極的に参加します。 
 
● 事業者 

・ 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、分別を徹底します。 

・ 過剰包装を控えるとともに、マイバッグの利用を積極的に推奨します。 

・ 備品などはできるだけ長く使用するとともに、購入する際は再使用や再生利用が可能

なリサイクル商品を選びます。 

・ 製品開発にあたっては、再使用や再生利用、分別処理を考慮するとともに、長期間の

使用が可能となるよう修理体制を充実させます。 

・ 業務上排出される生ごみなどの堆肥化などを検討します。  
※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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２ 発生した廃棄物の適正処理  

現状と課題 

  

○ 廃棄物は不用なものとして放置や不十分な処理がされがちであり、各地で環境問題が

発生してきました。 

○ 廃棄物の不適正処理は生活環境に悪影響を及ぼすため、廃棄物の適正処理や処理施設

の適正運用が求められています。 

○ 不適正処理の未然防止や早期発見のため、立入検査における処理施設の適正な維持管

理に関する指導や、不法投棄に対する監視体制の整備を継続していくことが重要です。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成25年度） 

目標年度 

（平成31年度） 
単位 

産業廃棄物排出量(注1) 3,371 3,367 千ｔ/年 

産業廃棄物減量化・再生利用率(注

1・注2) 
95 94 ％ 

(注1)基準年度は平成25年度、目標年度は平成31年度 

(注2)産業廃棄物排出量のうち[焼却や脱水による減量化量＋再生利用量]の重量割合  
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施策の展開 

(1) 一般廃棄物の適正処理 

施策の例・方向性 担当課 

・人口減少やごみ減量リサイクル施策による廃棄物の減量ととも

に、清掃センターや最終処分場※など市処理施設の長寿命化や集

約化等、収集運搬体制の再構築など効率的な処理体制への転換 

[ごみ減量推進課] 

[清掃管理事務所] 

・市内外の環境産業※と連携・協働し、地域循環圏※の考え方に基づ

いた適切な処理体制を構築 

[ごみ減量推進課] 

[廃棄物対策課] 

・産業廃棄物※と併せ、廃棄物の排出者責任の徹底や、拡大生産者

責任の考え方の浸透 

[ごみ減量推進課] 

[廃棄物対策課] 

 

(2) 産業廃棄物の適正処理 

施策の例・方向性 担当課 

・自社処理施設の整備などにより、産業廃棄物の再使用や再生利

用を促進 
[廃棄物対策課] 

・中間処理業者※については、今後、環境リスク又は耐用年数など

を見据えた長期的な施設運用や更新を指導 
[廃棄物対策課] 

・循環型社会の形成に寄与する新技術の導入などを啓発し、環境

負荷の低減を促進 
[廃棄物対策課] 

・産業廃棄物の適正処理と生活環境の保全を図るため、中間処理

施設※や最終処分場への監督・指導を実施 
[廃棄物対策課] 

・処理施設の適切な跡地利用に関する助言や指導を実施 [廃棄物対策課] 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ ごみの分別を徹底します。 

・ 大型ごみや家電リサイクル対象品は、決められた手続きに基づいて処理します。 

・ 除草や剪定をした際には、なるべく堆肥化するなど再利用します。 

・ 野外焼却は行いません。 

 

● 事業者 

・ 廃棄物の処理は法令などを遵守し、野外焼却や不適切な保管は行いません。 

・ 産業廃棄物の処理は産業廃棄物管理票制度※に基づき、処理経過を明確にします。 

・ 処理施設は、耐用年数等を考慮し、適切な計画に基づいて運用します。  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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３ まちの美化と不法投棄の防止  

現状と課題 

 

○ 本市では、昭和57年に開始した「いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動※」な

ど、長年にわたり市民及び事業者による自主的な美化活動が続けられてきました。 

  今回の市民アンケートでも、「周辺環境の美化」や「まちの清潔」を優先すべきという

回答が多くなっています。 

○ 平成32年に開催される東京オリンピック・パラリンピックでは、市内での競技や合宿

の誘致に向けた取組みが検討されており、それに伴う市外からの交流人口の増加が期待

されるなか、市のイメージアップにつながることから、一層の環境美化にも取り組む必

要があります。 

○ 散乱ごみのない、清潔で美しいまちづくりを進めるため、引き続き、市民の自主的な

美化活動を支援し、観光地や公園などまちの美観向上を促進する必要があります。 

  また、「市ポイ捨て防止による美化推進条例※」の適切な運用も続ける必要があります。 

○ 産業廃棄物※、一般廃棄物※を問わず、廃棄物の不法投棄は、後を絶たず、環境汚染の

一つの要因として問題になっています。 

○ 関係機関と連携した産業廃棄物収集運搬車両路上調査やパトロールなどの実施により、

不法投棄の防止に積極的に取り組む必要があります。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

クリンピー応援隊参加者数 5,440 5,600 人/年 

不法投棄（通報）件数 488 410 件/年 
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施策の展開 

(1) まちの美化 

施策の例・方向性 担当課 

・まちの美化や環境美化に対するモラルの向上を図るため、「いわ

きのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動※」の推進や「クリン

ピー応援隊※」への支援を実施 

[ごみ減量推進課] 

・クリンピー応援隊への支援などを通じて、美化活動の輪を広げ

るとともに、散乱ごみの防止などまちの美化を図り、ポイ捨て

しない・させない環境づくりを推進 

[ごみ減量推進課] 

[廃棄物対策課] 

・利用者によるごみ集積所の適正な管理を促進 
[ごみ減量推進課] 

[清掃管理事務所] 

 

(2) 不法投棄の防止 

施策の例・方向性 担当課 

・不法投棄の未然防止を図るため、不法投棄監視員※によるパトロ

ールの強化、関係機関との連携による産業廃棄物収集運搬車両

路上調査やパトロールなどを実施 

[廃棄物対策課] 

・不法投棄に対する監視強化のため、関係機関との連携のほか、

市民への啓発や不法投棄監視サポーター※による活動を推進 

[ごみ減量推進課] 

[廃棄物対策課] 

・環境へ及ぼす影響を最小限に留めるため、不法投棄者への不法

投棄物の撤去指導を迅速化 
[廃棄物対策課] 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 市民総ぐるみ運動をはじめ、地域の美化活動等に積極的に参加します。 

・ ポイ捨ては絶対にしません、させません。また、見つけたごみは拾い、ごみを捨てら

れない環境をつくります。 

・ ごみ集積所の利用や管理を適正に行います。 

・ 所有している山林や空き地には、不法投棄されないよう自衛手段を講じます。 

 

● 事業者 

・ 事業所周辺の美化活動などを積極的に行います。 

・ 地域の美化活動などに積極的に参加し、連携を図ります。 

・ 土地の管理は適正に行い、不法投棄されない環境づくりに努めます。 

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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自然共生社会づくり 第３節 

 

 

 

 

 

  生物多様性・自然環境の保全 

 生物多様性の保全・持続可能な利用 

 森林・農地・河川等の保全 

 緑地の保全・緑化の推進 

 景観・天然記念物等の保全 

  動植物の保護及び管理 

 希少野生動植物の保護 

 鳥獣被害への対応 

 特定外来生物の移植・移入の回避 

 飼養動物の愛護及び管理 

  自然とのふれあいの推進 

 自然とふれあう場の維持管理及び活用 

 自然とふれあう機会の創出 

  大気、水等の保全 

 大気環境の保全 

 水環境の保全 

 土壌・地下水環境の保全 

 騒音・振動、悪臭の防止 

 化学物質対策の推進 

いわき市生物多様性地域戦略 

環境教育等行動計画 



第３章「施策（第３節:自然共生社会づくり）」 

42 

１ 生物多様性・自然環境の保全  

現状と課題 

 

○ 「環境に関する市民・事業者アンケート調査」によると、本章「自然共生社会づくり」

に関わる項目は、施策の優先度が低いと認識されているものが多く、また、市民・事業

者自らの取組については、「今後の必要性」と「取組み度合」の乖離が大きい（＝自ら

取り組む必要があると考えているが取組めていない）状況であり、生物多様性※の重要性

が十分に理解されておらず、また、具体的な取組み方やきっかけがつかめないためでは

ないかと考えられます。 

○ 海岸部は、小名浜港を除き、すべて「磐城海岸県立自然公園」及び「勿来県立自然公

園」に指定されています。内陸部では、夏井川渓谷周辺や水石山、小玉川周辺が「夏井

川渓谷県立自然公園」に、市北西端の矢大臣山周辺が「阿武隈高原中部県立自然公園」

の一部に、市南部の仏具山、四時川渓谷周辺が「勿来県立自然公園」にそれぞれ指定さ

れており、さらには、「高倉山」、「御斎所山」、「好間川渓谷」が「県自然環境保全地域」

に指定されています。 

○ また、学術上価値の高いものとして「中釜戸のシダレモミジ」など37件が天然記念物

に指定されているほか、長い歳月をかけた自然の営みにより形成された風致景観や、

人々の生活及び風土によって支えられてきた文化的な景観が各地に点在しています。 

○ これらの優れた自然は、周囲の自然環境との調和のもと、地域の象徴となる景観を創

出するとともに、生態系ネットワーク※の核として生物多様性の保全に寄与しています。 

○ また、自然環境を構成する森林、農地、里地里山※、都市緑地、河川、海などは、人と

の適度なかかわりあいの中で、自然災害の防止、水源の涵養、二酸化炭素の吸収・貯蔵、

野生生物の生息・生育空間や人と自然がふれあう場の提供など、さまざまな公益的機能

※を発揮しています。環境負荷の少ない継続的なかかわりあい（利用）を通じて、森林や

緑地などの保全と創造を図っていく必要があります。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

中山間地域等直接支払交付対象面積 1,188 1,199 ha/年 

エコファーマー認定者数 646 1,100 人/年 

緑地協定面積 197.28 239.76 ha 

保存樹林面積 6.04 6.00 ha 
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施策の展開 

(1) 生物多様性の保全・持続可能な利用 

施策の例・方向性 担当課 

・生物多様性※に対する理解の促進 [環境企画課]など 

・生物多様性を保全していくうえで前提となる動植物の生息状況

等の調査及び情報収集 
[環境企画課] 

・自然とのふれあいの推進（「３自然とのふれあいの推進」の項参

照）など生物多様性に対する学習機会の創出 
[環境企画課]など 

・開発行為における環境回復措置の実施など自然環境への配慮及

び環境影響評価※の推進 
[環境企画課]など 

・地震・津波により影響を受けた自然環境及び生態系の状況把握

と適切な保全に係る取組を支援・検討 
[環境企画課]など 

 

(2) 森林・農地・河川等の保全 

施策の例・方向性 担当課 

・森林の有する多面的機能を十分に発揮させるため、森林の機能

区分に応じた森林施業や多岐にわたる森林整備を推進 
[林務課] 

・森林保全活動を行う団体などを支援し、森林整備を行うととも

に、森林保全を担う人材を育成 
[林務課] 

・耕作放棄地※の発生防止と解消に向け、中山間地域等直接支払集

落協定※の締結を促進しながら、耕作放棄地対策協議会など関係

者・関係機関が連携して対策を検討 

[農政課] 

[農業振興課] 

・エコファーマー※認定に向けた誘導・支援を図るなど、環境にや

さしい農業の実践者を増やす 
[農業振興課] 

・広域にわたり生態系に重大な影響を与える恐れのある河川や海

の汚染については、関係機関や周辺自治体との連携のもと、発

生源対策を徹底 

[環境企画課]など 

・ビオトープ※や水質調査などを行っている市民団体や学校等と連

携を図り、生物の生息状況を把握し、環境教育への活用を検討 

[環境企画課] 

[学校教育課]など 

 

(3) 緑地の保全・緑化の推進 

施策の例・方向性 担当課 

・宅地分譲などの機会を捉えて、緑地協定※の設定を促進 [公園緑地課] 

・健全で、かつ樹容が美観上特に優れた木や林を保存樹木※または

保存樹林※として指定し、適切に保全するとともに、保存樹木等

を活用し、緑の保護・育成 

[公園緑地課] 

  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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(4) 景観・天然記念物等の保全 

施策の例・方向性 担当課 

・一定規模以上の開発行為に対し、近接する自然、生活及び歴史・

文化的な景観を損ねることがないよう配慮を求める 
[都市計画課] 

・学術上または鑑賞上価値の高い名勝地や動植物等並びに地域の

生活や風土に根ざした文化的な景観を、文化財への指定などを

通じ適切に保存 

[文化・スポーツ課] 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 地域の自然や公園等、身近な緑を大切にします。 

・ 緑化活動等に積極的に参加します。 

・ 地域の歴史、自然文化を学び、継承します。 

・ 自然を楽しむ際には、マナーを守ります。 

 

● 事業者 

・ 化学肥料や農薬の使用をできるだけ減らすなど、土壌等への環境負荷を低減します。 

・ 事故等による環境への影響を最小限に抑えるため、危機管理体制を充実させます。 

・ 所有する林地等は、間伐等を行い、適切な管理に努めます。 

・ 開発等は法令等の遵守はもとより、なるべく環境負荷の少ない工法等を選択します。 

・ 身近な親水空間など自然環境保全活動への参加に努めます。
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２ 動植物の保護及び管理  

現状と課題 

 

○ 市域面積の広さと相まって多種多様な動植物が生息・生育していましたが、中には、

夏井川河口におけるコアジサシの営巣地のように、「レッドデータブックふくしま※」に

掲載されている希少な種の生息地が津波被害にさらされました。 

○ 植生は、概観するとコナラなどのヤブツバキクラス域※の代償植生※、または植林地が

大半を占めており、自然植生※は限られた地域に分布しています。また、植物種の中には、

本市が南限、または北限となっている種や、絶滅が危惧されている種も見られます。 

○ 一方、人口減少や高齢化に加え原子力発電所事故による環境の汚染に伴う人間活動の

縮小（狩猟者の減少、手入れの行き届かない森林や耕作放棄地※の増加など）により、イ

ノシシやハクビシン、カワウなどの野生鳥獣による農業等被害が発生しています。特に、

イノシシによる被害は拡大傾向にあり、山際の農地において被害が深刻化するとともに、

市街地周辺まで出没する事案も発生しています。鳥獣被害に対しては、これまで、捕獲

による個体数管理※を中心に実施してきましたが、対応しきれなくなっています。被害を

低減するためには、捕獲による「個体数調整」、電気柵の設置等による「被害防除」、耕

作放棄地の解消や間伐、草刈など緩衝帯の整備による「生息環境管理」の３つの被害防

止対策を、総合的に取り組むことが、これまで以上に求められています。 

○ 海外由来の移入生物で、農作物や日本固有の生態系等に影響を与える特定外来生物※に

ついては、市内の生息・繁殖状況に関して、十分な知見の集積はされておりませんが、

県の特定外来生物の目撃・被害に関するアンケート調査等により、アレチウリ※やオオキ

ンケイギク※、ナルトサワギク※などが市内で確認されています。 

○ ペットの管理について、遺棄などによる特定外来生物の拡散や、ふん尿の不始末によ

り、まちの美観が損なわれるなどの問題が生じています。特に、ペットに関してふん尿

によるトラブルなどが「環境に関する市民アンケート調査」に意見が寄せられていると

ころであり、「周辺環境の美化」の満足度が低い要因の一つになっていると考えられ、

ペットを飼う人のマナー向上を図る必要があります。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

野生動植物等調査種類数(注1) 0 25 種 

イノシシの推定生息数(注2) 10,290 1,092 頭 

(注1)最終年度における計画期間中の累計値 

(注2)目標とする安定生息数に向け、推定される生息数から捕獲頭数を除いた値  
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施策の展開 

(1) 希少野生動植物の保護 

施策の例・方向性 担当課 

・市内の希少野生動植物の生息・生育状況に関する情報収集に努

め、必要に応じ、生息地の保全などを検討 
[環境企画課] 

・河川や公園などの整備にあたっては、多自然型工法※を採用する

など、野生動植物の生息・生育環境の保全と創出に配慮 

[河川課] 

[公園緑地課] 

・民間事業者による開発行為に対し、環境影響評価法※など関連法

令に基づき、希少野生動植物への配慮を促す 
[環境企画課] 

(2) 鳥獣被害への対応 

施策の例・方向性 担当課 

・個体数に留意しながら鳥獣被害対策を実施 [環境企画課]など 

・特にイノシシについては、安定生息数を目途に、県、猟友会及

び農業関連団体などとの連携のもと、対策を実施 

[環境企画課] 

[農政課]など 

・鳥獣の餌場や隠れ場所となる耕作放棄地※の解消や被害防止にか

かる農家支援など、鳥獣被害予防に向けた農業施策を実施 
[農業振興課] 

・野生鳥獣の生態や鳥獣被害に対する自衛策の普及啓発 [農業振興課] 

(3) 特定外来生物の移植・移入の回避 

施策の例・方向性 担当課 

・特定外来生物が生態系や農林水産業などに及ぼす影響などにつ

いて、市民への情報提供を行い、特定外来生物※の拡散を防止 
[環境企画課] 

(4) 飼養動物の愛護及び管理 

施策の例・方向性 担当課 

・動物の愛護及び周辺の生活環境に配慮した飼養のマナーなどに

ついて啓発を行い、必要に応じ、飼い主に対し助言・指導 
[保健所生活衛生課] 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 身近な自然の動植物等に興味を持つとともに、むやみに採取したり傷をつけたりしま

せん。 

・ ペットはマナーを守り、責任をもって飼います。 

・ 外来生物等を遺棄したり、逃がしたりしません。 

・ 野生鳥獣への自衛手段を積極的に講じます。 

 

● 事業者 

・ ペット等を販売する際には、飼い方や逃げ出した場合のリスク等について、適切な情

報提供を行います。 

・ 販売者は、飼い主からの相談等には適切に対応します。 

・ 敷地内の植栽等にあたっては、在来植物への影響を考慮します。 

・ 管理する敷地内への鳥獣等の進入防止策を講じます。 
※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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３ 自然とのふれあいの推進  

現状と課題 

 

○ 本市は、４つの県立自然公園と３つの県自然環境保全地域を有し、多様で美しい自然

環境に恵まれています。市民はもとより、市外からも多くの方が本市の山や海に訪れ、

いわきの自然に親しんでいます。 

○ 市では、「市フラワーセンター」や「いわきの里鬼ヶ城」、「石森山生活環境保全林」・「と

きわ台生活環境保全林」など自然とふれあうことができる場の整備を行うとともに、「い

わき市都市緑化まつり※」などのイベント開催、さらには「森林ボランティア活動支援事

業※」や「環境アドバイザー※派遣事業」などを実施し、自然とのふれあいを通じて、自

然に対する関心を高めるための諸施策を展開しています。 

○ さまざまな環境分野の中でも、自然体験を踏まえた環境保全活動や環境学習を行う、

市民活動や学校教育が活発になってきています。また、美しい自然を活用したウォーキ

ング大会なども市内各地で開催されています。 

○ 自然とのふれあい、心のやすらぎや感動を得ることは、自然に対する理解を深め、環

境を大切にする心を育むうえで重要な意義を有しています。地域固有の生物相※や景観を

正しく理解し、自然の恵みを将来に継承していくため、既存施設等の有効活用や活発な

市民活動・学校などとの連携を図りながら、より多くの市民が自然とふれあうことがで

きるような機会の創出に努めていく必要があります。 

 

環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

海水浴場水質判定基準(注1） 100.0 100.0 ％ 

環境アドバイザー派遣事業 

の受講者数(注2） 
8,687 20,000 人 

自然体験型イベントの開催数 22 30 回/年 

(注1)「水質Ａ」以上の開設する海水浴場数の割合 

(注2)最終年度における計画期間中の累計値  
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施策の展開 

(1) 自然とふれあう場の維持管理及び活用 

施策の例・方向性 担当課 

・海辺におけるレクリエーションの安全・安心を確保するため、

海水浴場の水質を継続的に調査 

[環境監視センター] 

[観光振興課] 

・公園や遊歩道などの既存施設が、自然とのふれあい空間として

有効に機能するよう適切に維持管理 

[林務課] 

[公園緑地課] 

・「市フラワーセンター」など自然体験施設において、施設の立地

や機能を活かした自然体験型学習メニューの充実化 

[農政課] 

[農業振興課] 

[林務課] 

 

(2) 自然とふれあう機会の創出 

施策の例・方向性 担当課 

・森林施業の実体験を通じて、森林の公益的機能※に対する理解と

関心を高めるため、植栽や森林整備を行う市民団体などを支援 
[林務課] 

・自然に対する理解を深めるため、植樹や自然観察など自然体験

型の啓発イベントを開催 
[環境企画課]など 

・自然とのふれあいを図るための市民の自主的な活動に対し、専

門家（環境アドバイザー※）を派遣するとともに、活動に必要な

情報を提供 

[環境企画課] 

・市民が身近な地域の状況を自ら調査し把握することによって、

地域に対する関心と愛着が持てるよう、自然環境の調査の実施

にあたっては、市民との協働による調査の仕組みを検討 

[環境企画課] 

・自然とふれあう機会の拡大を図るため、自然環境に関わる人材

の確保と育成を検討 
[環境企画課] 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 地域、学校等を通じ、身近な環境について学びます。 

・ 自然観察会、体験会等に積極的に参加し、山や河川、海岸等の自然との正しいつきあ

い方を学びます。 

・ 自然体験施設等を積極的に利用します。 

 

● 事業者 

・ 従業員やその家族が自然に親しむ機会が得られるよう配慮します。  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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４ 大気、水等の保全  

現状と課題 

 

○ 市では、11か所の一般環境大気測定局※と１か所の自動車排出ガス測定局※で大気汚染

物質の濃度等を常時監視（24時間365日）しています。平成25年度は、環境基準※が設定

されている物質は概ね基準を達成していますが、光化学オキシダント※が全測定局で未達

成となっています。 

  光化学オキシダントは、気象状況によって市外から流入してくることが考えられます

が、その他の大気汚染物質も含め、市内における原因物質の排出抑制対策を実施してい

く必要があります。 

  また、微小粒子状物質（ＰＭ2.5）※については環境基準を達成しましたが、平成25年

度に福島県内で「ＰＭ2.5注意喚起情報※」が発令されました。 

  光化学オキシダントやＰＭ2.5が環境基準※を超過した際の周知対応にも留意する必要

があります。 

○ 市では、河川及び海域の水質汚濁の状況を常時監視しています。平成25年度は、河川

の水質汚濁の代表的指標であるＢＯＤ※について、環境基準が設定されている全水域（８

河川10水域）で環境基準を達成しています。また、海域は、ＣＯＤ※について、環境基準

が設定されている全水域（９水域）で環境基準を達成しています。 

  ＢＯＤについて、環境基準が設定されていない中小河川など、一部の水域においては、

生活排水による環境負荷が未だに高い状況であり、今後も継続して水環境の保全に努め

ていく必要があります。 

○ 市では平成18年度に「市総合生活排水対策方針※」を策定し、これに沿って生活排水の

適正な処理に向けた取組みを順次進めているところですが、広大な市域を有する本市に

おいては、汚水処理人口普及率※が全国平均と比べ低い水準にあります（平成25年度：全

国平均88.9％、本市79.6％）。一方で、人口減少が進む中、生活排水対策を持続させて

いくためには、法定計画である「一般廃棄物（生活排水）処理基本計画※」等も踏まえな

がら、下水道の整備や合併処理浄化槽※の普及促進など、生活排水対策に係る施策を総合

的に検討・実施していく必要があります。 

○ 自動車騒音の状況について、平成25年度は７路線11区間を調査した結果、昼夜間とも

に環境基準を達成した住居の割合は97.2％であり、全国平均と比較すると高い水準にあ

ります。しかし、市内には、未だ調査していない区間もあることから、引き続き市内の

自動車騒音の状況を確認していく必要があります。 

○ ダイオキシン類※をはじめとする、環境基準が設定されている化学物質について、大気、

水などを調査した結果、平成25年度はすべて基準を達成しています。 

  なお、現在、砒（ひ）素など新たに基準を設定する必要性が議論されている物質もあ

ることから、今後も科学的・技術的知見の継続的な収集に努め、適切に対応していく必

要があります。  
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環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

大気環境基準達成率 89.7 100.0 ％ 

地下水環境基準達成率 100.0 100.0 ％ 

水質（河川）環境基準達成率 100.0 100.0 ％ 

水質（海域）環境基準達成率 100.0 100.0 ％ 

騒音（一般）環境基準達成率 100.0 100.0 ％ 

騒音（交通）環境基準達成率 98.1 100.0 ％ 

ダイオキシン類環境基準達成率 100.0 100.0 ％ 

汚水処理人口普及率 83.0 94.0 ％ 

 

施策の展開 

(1) 大気環境の保全 

施策の例・方向性 担当課 

・二酸化硫黄※、光化学オキシダント※、ＰＭ2.5※など、人の健康や

生活環境に被害を及ぼす大気汚染物質を監視 
[環境監視センター] 

・固定発生源※に対しては、法令に基づく立入検査などを通じ、排

出基準の遵守の徹底を指導 
[環境監視センター] 

・大規模大気発生源工場※（10か所）に対しては、排出ガス中の硫

黄酸化物※や窒素酸化物※等の常時監視を実施 
[環境監視センター] 

・大規模及び中規模工場に対しては、公害防止協定※を締結し、環

境負荷の低減を図る 
[環境企画課] 

  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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(2) 水環境の保全 

施策の例・方向性 担当課 

・市内の河川、海域における水質汚濁の状況を把握するため、人

の健康や生活環境に被害を及ぼす物質を監視 
[環境監視センター] 

・法令に基づく立入検査などを通じ、事業者に対して排水基準の

遵守の徹底を指導 
[環境監視センター] 

・公共下水道※、合併処理浄化槽※及び農業集落排水※等の生活排水

処理施設が有するそれぞれの特性などを十分に考慮しながら、

効果的・効率的に生活排水対策を推進 

特にその柱となる下水道事業については、経営健全化に資する

企業会計など新たな仕組みも活用しながら、持続可能な下水道

事業に向けた取組みを推進するとともに、合併処理浄化槽につ

いては、その普及促進や適正な維持管理水準の確保に向けた取

組みなどを推進 

[経営企画課] 

[下水道事業課] 

・市民、事業者及び市などが一体となり、身近な水環境の維持・

改善を図るという大きな目的に対する共通認識を持ち、それぞ

れの責任と役割分担の中で生活排水対策を推進できるよう、広

報・広聴活動などによる情報の共有と問題意識の醸成を図る 

[経営企画課] 

[下水道事業課] 

 

(3) 土壌・地下水環境の保全 

施策の例・方向性 担当課 

・地下水質の状況を把握するため、人の健康に影響を及ぼす物質

を監視し、汚染された地下水や土壌の早期発見に努める 
[環境監視センター] 

・化学物質を使用する工場などに対して排出水に係る立入検査を

実施し、土壌汚染の未然防止を図るとともに、施設の廃止時に

は法に基づき適正に土壌調査を実施するよう事業者を指導 

[環境監視センター] 

 

(4) 騒音・振動、悪臭の防止 

施策の例・方向性 担当課 

・自動車騒音については、幹線道路に面する地域における騒音レ

ベルを測定し、環境基準※の達成状況を監視 

また、一般環境の騒音の状況についても同様に監視 

[環境監視センター] 

・高速道路からの騒音に対する苦情については、測定結果を踏ま

えて、道路管理者に騒音低減対策を要望 
[環境企画課] 

・工場等の騒音・振動、悪臭については、立入検査や指導などを

通じ、事業者に対して規制基準遵守の徹底を指導 
[環境監視センター] 
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(5) 化学物質対策の推進 

施策の例・方向性 担当課 

・ダイオキシン類※をはじめとする、人の健康に被害を及ぼす化学

物質について、環境中の濃度を監視 
[環境監視センター] 

・「ダイオキシン類対策特別措置法※」の適正な運用を図り、施設に

対する立入検査や指導などを通じ、排出基準の遵守の徹底を図

るとともに、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）※」に基づき、特定化

学物質等の取扱い事業者に対し、自主的な管理の改善を促進す

るための措置を講ずることを求め、有害な化学物質による環境

汚染の未然防止を図る 

[環境企画課] 

[環境監視センター] 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 排水ネットの利用や合成洗剤の利用の削減、油汚れの拭き取りなど、生活排水の環境

負荷低減に努めます。 

・ 下水道や農業集落排水※が整備されない地域では、合併処理浄化槽※を導入し、適切な

管理を行うことにより、生活排水による水環境への負荷を減らします。 

・ 迷惑な騒音等を出さないように気をつけます。 

 

● 事業者 

・ 汚染物質の関係法令等を遵守するとともに、処理施設等の適切な整備、管理を行いま

す。 

・ 公害防止協定※等に基づき、汚染物質等の排出削減に努めます。 

  

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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原子力災害からの環境回復 第４節 

 

 

  

  空間線量モニタリング及び除染 

 空間線量モニタリング等の実施 

 除染の実施及び汚染廃棄物の処理 

 市民への情報提供等 
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１ 空間線量モニタリング及び除染  

現状と課題 

 

○東京電力福島第一原子力発電所事故により大量に放出・拡散した放射性物質※により、環

境の汚染はもとより、市民の健康不安、農水産業への実被害、風評被害など、市民生活

及び産業面において極めて深刻な影響が生じています。 

○本市は福島第一原子力発電所から、概ね30㎞から70㎞の範囲にあり、市域が広範なため、

地域により放射線量は大きく異なります。このため、きめ細かいモニタリングとその結

果に基づく除染※が求められます。 

○市内の空間線量は国が設置したモニタリングポスト※（479か所）によるものなどのほか、

事故直後から市独自に約2,000か所で測定を実施し、市ホームページで公表しておりま

す。この結果、空間線量は、市の北部や山地で高く、市の南部や平地では低い傾向を示

しています。 

○生活空間の除染により線量低減を図るため、「市除染実施計画※」に基づき、子どもの生

活環境である保育施設、教育施設、公園等を優先的に除染を実施するとともに、住宅等

については、比較的線量が高い市北部４地区から順次除染を進めてきました。 

○仮置場については、中間貯蔵施設※への除去土壌等の受け入れが一部開始されたものの、

本格輸送の工程等は明確ではなく、仮置場での長期保管への懸念などから、除染の進捗

に大きな影響が出ています。 

○道路側溝の汚泥については、本市としては、空間線量に関わらず、市域全体を対象とし

た除染の実施及び中間貯蔵施設への搬入が必要であると考えていますが、道路除染は、

国の除染の目安では、国のモニタリングにより定められた除染実施区域内であって、か

つ空間線量が0.23μSv/h以上でなければ認められていない状況です。 

○福島第一原子力発電所事故に係る汚染水対策の遅れは、廃炉作業の全体工程の遅延に繋

がるほか、風評被害の長期化や、市外で生活されている方々の帰還にも大きな影響を及

ぼすことが懸念されます。  
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市内空間線量モニタリングの推移 

平均値（μSv/h） 

0.23μSv/h以上の地点の割合(％) 

μSv/h 

※各観測時点において、モニタリングの地点数・場所等が異なる。 
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環境指標 

環境指標 
基準年度 

（平成26年度） 

目標年度 

（平成32年度） 
単位 

年間追加被ばく線量※が１mSv以下と

なる地点の割合(注1) 
98.2 100.0 ％ 

住宅除染進捗率(注2・注3) 33.8 100.0 ％ 

(注1)国・県の環境放射線モニタリングデータにおける0.23μSv/h以下の地点数の割合 

(注2)基準年度は平成27年3月末時点の進捗率。目標年度は平成28年度 

(注3)いわき市除染実施区域のうち、小名浜、勿来、常磐地区を除く 

 

施策の展開 

(1) 空間線量モニタリング等の実施 

施策の例・方向性 担当課 

・市内2,000か所の空間線量を年２回測定し、「ｉマップ」（いわき

市放射線量測定マップ※）に公表するなど、きめ細かい空間線量

モニタリングを実施 

[除染対策課] 

・福島第一原子力発電所における確実な汚染水対策の早期実施及

び地下水の海洋排出に伴うモニタリング体制の厳格化につい

て、国等に対し、継続して要望を行う 

[原子力対策課] 

[行政経営課] 

・国、県、原子力事業者及びその他防災関係機関との協力、連携

体制を整備し、平常時及び緊急時における放射線量等に関する

連絡・通報体制を構築 

[原子力対策課] 

 

(2) 除染の実施及び汚染廃棄物の処理 

施策の例・方向性 担当課 

・「市除染実施計画」に基づき、詳細モニタリングの結果を踏まえ

て順次除染を実施 
[除染対策課] 

・除染を円滑に推進するため、除去土壌等の仮置場の設置、確保

及び監視に引続き取り組む 
[除染対策課] 

・屋外又は納屋に滞留する放射性物質※を含有する牛ふん堆肥及び

牧草等を一時集積所へ運搬し、放射性物質の飛散及び流失の防

止を図り、更に放射性セシウム濃度1,000Bq/kg以下の廃棄物に

ついては焼却により処理を加速させる 

[農業振興課] 

・除去土壌等の受入れ体制の構築、ホットスポットの除染に伴い

発生した土壌の処理、対象種別に応じた具体的な除染手法の確

立等について、国の責任の下、安全かつ着実に推進されるよう、

国等に対し、継続して要望を行う 

[除染対策課] 

 

※巻末参考資料「用語集（93～109頁）」参照 
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施策の例・方向性 担当課 

・道路（農道及び林道等を含む）側溝に堆積する汚泥等について

は、国等に対し、処分方針の明確化及び具体的な支援について

継続して要望を行う。 

[除染対策課] 

[道路管理課] 

[農地課] 

[林務課] など 

 

(3) 市民への情報提供等 

施策の例・方向性 担当課 

・市内2,000か所の空間線量を年２回測定し、「ｉマップ」（いわき

市放射線量測定マップ）に公表等（再掲） 
[除染対策課] 

・「市放射線量低減アドバイザー※」を設置し、除染※に関する専門

的技術支援をはじめ、市民相談や講演等を通じて、市民への放

射線に関する情報提供に努める 

[除染対策課] 

・生活環境における空間線量を市民自ら測定し把握できる環境を

整備するため、線量計の貸出しを実施 

[除染対策課] 

[保健所放射線健康

管理センター] 

・国立研究開発法人放射線医学総合研究所※と連携・協力し、同研

究所が有する科学的知見を活用した情報発信等を実施 

[保健福祉課地域医

療対策室] 

 

市民・事業者に期待される役割（主体別環境配慮指針） 

● 市 民 

・ 放射線に対する正しい理解に努めます。 

● 事業者 

・ 放射線に対する正しい理解に努めます。  


