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１ 計画の策定経過等 

 

(1) 長野県環境審議会 
 

【委員】（五十音順・敬称略） 

区分 氏 名 所 属 

会  長 平林 公男 信州大学学術研究院繊維学系応用生物科学 教授 

会長代理 織  英子 弁護士 

委  員 

打越 綾子 成城大学法学部 教授 

大島 明美 株式会社信濃公害研究所 代表取締役社長 

太田 信子 調理師（公募委員） 

大和田 順子 一般社団法人ロハス・ビジネス・アライアンス 共同代表 

加々美 貴代 特定非営利活動法人やまぼうし自然学校 代表理事 

唐木 一直 南箕輪村長 

北村  智 長野県農業協同組合中央会 地域農政部長 

才川 理恵 生活協同組合コープながの 組合員理事 

杉本 幸治 駒ヶ根市長 

中村 義幸 特定非営利活動法人八ヶ岳福祉農園 施設長(公募委員) 

林  和弘 長野県森林組合連合会 副会長理事 

備前 光正 県議会議員 

福江 佑子 特定非営利活動法人生物多様性研究所あーすわーむ 理事 主任研究員 

特別委員 

岩田 美幸 国土交通省中部地方整備局 企画部長 

中山 隆治 環境省長野自然環境事務所長 

新島 俊哉 林野庁中部森林管理局長（平成30年１月18日まで） 

宮澤 俊輔 林野庁中部森林管理局長（平成30年１月19日から） 

渡辺  学 国土交通省北陸地方整備局 企画部長 

 

【審議経過】 

開催日 主な検討内容 

第１回環境審議会 
（平成29年４月25日）  「第四次長野県環境基本計画」について諮問 

第３回環境審議会 
（平成29年９月19日）  これまでの検討状況について報告 

第４回環境審議会 
（平成29年10月19日）  計画の骨子について中間報告 

第６回環境審議会 
（平成30年１月22日）  「第四次長野県環境基本計画」の答申案について 

答 申 
（平成30年１月31日）  平林会長から阿部知事に答申 
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(2) 長野県環境基本計画策定専門委員会 
 

【委員】（五十音順・敬称略） 

区分 氏 名 所 属 

委 員 長 中村 寛志 信州大学 名誉教授 

委員長代理 藤波  博 公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団 調査部長 

委  員 

大和田 順子 一般社団法人ロハス・ビジネス・アライアンス 共同代表 

河口 真理子 株式会社大和総研調査本部 主席研究員 

田中 信一郎 一般社団法人地域政策デザインオフィス 代表理事 

平林 公男 信州大学学術研究院繊維学系応用生物科学 教授 

 

【審議経過】 

開催日 主な検討内容 

第１回専門員会 
（平成29年４月27日） 

 現状と課題について論点整理 

第２回専門員会 
（平成29年６月15日）  計画の構成等について 

第３回専門員会 
（平成29年９月13日）  骨子案について 

第４回専門員会 
（平成29年11月14日） 

 答申素案について 

第５回専門員会 
（平成29年12月６日） 

 答申案について 

 
 【有識者へのヒアリング・先進地視察】 

 大学教授など有識者へのヒアリング（平成29年６月～８月、８名） 

 先進地視察（平成29年５月～６月、ヨコハマ・エコ・スクール、なべくら高原「森の家」等） 

 

 

(3) 県民意見の聴取 
 地域で環境活動に取り組んでいる団体、大学生・高校生等と意見交換を実施 

（平成29年２月～７月、23団体、延べ616名） 

 計画（案）に対するパブリックコメントを実施 

（平成29年12月15日～平成30年１月13日、22件） 
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57 

２ 関係する計画・条例 

(1) 上位計画
計画名 計画期間 

長野県総合５か年計画 
2018年度～ 
2022年度 

(2) 個別計画
計画名 計画期間 計画の根拠等 

長野県環境エネルギー戦略 
～第三次長野県地球温暖化防止県民計画～ 

2013年度～
2020年度 

 地球温暖化対策の推進に関する法律 
 長野県地球温暖化対策条例 

温室効果ガス削減のための 
「第５次長野県職員率先実行計画」 

2016年度～
2020年度 

 地球温暖化対策の推進に関する法律 

長野県希少野生動植物保護基本方針 2003年度～  長野県希少野生動植物保護条例 

生物多様性ながの県戦略 
2012年度～
2020年度 
（短期） 

 生物多様性基本法 

野尻湖に係る湖沼水質保全計画（第５期） 
2014年度～
2018年度 

 湖沼水質保全特別措置法 

長野県「水循環・資源循環のみち2015」構想 
2016年度～
2030年度 

 平成26年１月30日付国土交通省、農林水産省、環境

省課長通知「持続的な汚水処理システム構築に向け

た都道府県構想の見直しの推進について」 

諏訪湖に係る第７期湖沼水質保全計画 
2017年度～
2021年度 

 湖沼水質保全特別措置法 

長野県水道ビジョン 
2017年度～
2026年度 

 平成26年３月19日付厚生労働省課長通知「広域的水

道整備計画及び都道府県水道ビジョンについて」 

諏訪湖創生ビジョン 
2018年度～
2022年度 

長野県廃棄物処理計画（第４期） 
2016年度～
2020年度 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(3) 関係条例
条例名 公布日・番号 

長野県環境基本条例 平成８年３月25日 長野県条例第13号 

長野県環境影響評価条例 平成10年３月30日 長野県条例第12号 

長野県地球温暖化対策条例 平成18年３月30日 長野県条例第19号 

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例 平成20年３月24日 長野県条例第16号 

公害の防止に関する条例 昭和48年３月30日 長野県条例第11号 

長野県流域下水道条例 昭和54年３月５日 長野県条例第11号 

長野県水環境保全条例 平成４年３月19日 長野県条例第12号 

長野県豊かな水資源の保全に関する条例 平成25年３月25日 長野県条例第11号 

長野県立自然公園条例 昭和35年７月18日 長野県条例第22号 

長野県自然環境保全条例 昭和46年７月13日 長野県条例第35号 

長野県希少野生動植物保護条例 平成15年３月24日 長野県条例第32号 
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３ 長野県環境基本条例 

平成８年３月25日 

長野県条例第13号 

 

改正 平成11年12月20日 

長野県条例第45号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条─第６条） 

第２章 環境の保全に関する基本的施策 

第１節 施策の基本方針等（第７条─第11条） 

第２節 環境の保全に関する施策（第12条─第21条） 

第３節 地球環境の保全に関する施策（第22条） 

第４節 施策の推進体制等（第23条・第24条） 

第３章 長野県環境審議会（第25条─第33条） 

附則 

 

前文 

私たち長野県民は、日本アルプスの雄大な山々、豊かな森林とそこではぐくまれた清らか

な水など、四季折々の変化に富んだ美しく豊かな自然の恵みの下、歴史を刻み、文化を築き

上げてきた。 

しかしながら、資源やエネルギーの大量な消費、廃棄物の大量な発生を伴う今日の社会経

済活動は、私たちの生活に利便性や物質的な豊かさをもたらした一方で、自然の生態系に影

響を及ぼし、地域の環境のみならず、すべての生物の生存基盤である地球環境までもが損な

われるおそれを生じさせている。 

長野県は、これまで、人の健康や生活環境に対する被害を防止するとともに、国民的財産

である本県の自然環境の保全に多大な努力を払ってきた。今後、さらに、環境を良好な状態

に保ちつつ、より快適な環境を創造するとともに、地球環境の保全へも積極的に貢献してい

かなければならない。 

もとより、すべての県民は、健全で豊かな環境の恵沢を享受する権利を有するとともに、

この環境を将来の世代に引き継いでいく責務を担っている。 

ここに、すべてのものの参加と連携の下、自然と人とが共生し、環境への負荷の少ない持

続的に発展することができる郷土を築くため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者及び

県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来

の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第２条 環境の保全は、県民が健全で豊かな環境の恵沢を享受するとともに、この環境が将

来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全は、すべてのものの適切な役割分担の下、環境への負荷の少ない持続的な発

展が可能な社会を構築することを目的として、自主的かつ積極的に行われなければならな

い。 
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３ 環境の保全は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることにかんがみ、すべての

事業活動及び日常生活において地球環境の保全に資するよう行われなければならない。 

 

（県の責務） 

第３条 県は、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものと

する。 

２ 県は、市町村が行う環境の保全に関する施策を支援するよう努めるものとする。 

 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、県の施策に協力するとともに、環境の保全に関し、当該市町村の自然的、

社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市町村は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、県及び他の市町村と連

携を図るよう努めなければならない。 

 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項について必要

な措置を講じなければならない。 

(1) 事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全すること。 

(2) 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られる

ようにすること。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活

動を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に努めなければならない。 

(1) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄される段階において、廃棄物の

減量等環境への負荷の低減が図られるようにすること。 

(2) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努める

とともに、県又は市町村が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 

 

（県民の責務） 

第６条 県民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の

低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、県民は、環境の保全に自ら努めるとともに、県又は市町村が

実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 

 

第２章 環境の保全に関する基本的施策 

第１節 施策の基本方針等 

（施策の基本方針） 

第７条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するよう努めるものとする。 

(1) 生物の多様性の確保を図るとともに、自然環境を地域の自然的、社会的条件に応じて

保全しつつその適正な利用を図ることにより、自然と人との共生を確保すること。 

(2) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持し、自然の持つ自浄作用を確保するとともに、

資源の有効利用等を促進することにより、環境への負荷を低減させる仕組みを構築する

こと。 

(3) 自然環境と一体となった美しい景観や地域の歴史的、文化的な特性を生かした快適な

生活環境を創造すること。 

(4) 県民の意見を反映するとともに、自然を通じた人と人との交流を促進し、環境の保全
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に関する思想の高揚と国内及び国外への普及を図ること。 

 

（環境基本計画） 

第８条 知事は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる

計画（以下この条において「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 知事は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、長野県環境審議会の意見

を聴かなければならない。 

４ 知事は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮等） 

第９条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、

環境の保全に配慮するとともに、そのための総合的な調整を図るものとする。 

 

（財政上の措置） 

第10条 県は、環境の保全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

 

（環境の状況等の公表） 

第11条 知事は、毎年、環境の状況、県が環境の保全に関して講じた施策の状況等を明らか

にした文書を作成し、これを公表しなければならない。 

 

第２節 環境の保全に関する施策 

（環境影響評価の推進） 

第12条 県は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、あらかじめ、

当該事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に

基づき、当該事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な

措置を講ずるものとする。 

 

（規制の措置） 

第13条 県は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがあ

る行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（経済的措置） 

第14条 県は、事業者又は県民が自ら環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切

な措置をとるよう誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、助成その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（施設の整備等） 

第15条 県は、環境の保全に資する公共的施設の整備その他これに類する事業を推進するた

め、必要な措置を講ずるものとする。 
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（資源の有効利用の促進等） 

第16条 県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び県民による廃棄物の減量及び適

正処理並びに資源及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものと

する。 

 

（環境教育及び環境学習の振興等） 

第17条 県は、県民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の

環境の保全に資する活動を行う意欲が増進されるようにするため、市町村その他の関係機

関と協力して、環境教育及び環境学習の振興、広報活動の充実その他の必要な措置を講ず

るものとする。 

 

（民間団体等の自発的な活動の促進） 

第18条 県は、県民、事業者又はこれらの者の構成する民間の団体（第23条において「民間

団体等」という。）が地域において自発的に行う環境美化活動、再生資源に係る回収活動そ

の他の環境の保全に関する活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（情報の提供） 

第19条 県は、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の保全に関する必要な情

報を適切に提供するよう努めるものとする。 

 

（調査及び研究の実施等） 

第20条 県は、環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調査の実施、

試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

（監視等の体制の整備） 

第21条 県は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を実施するため、必要な

監視、測定等の体制を整備するよう努めるものとする。 

 

第３節 地球環境の保全に関する施策 

（地球環境の保全に関する施策） 

第22条 県は、地球環境の保全に資する施策を推進するとともに、国、他の地方公共団体そ

の他の関係機関と協力して、環境の保全に関する技術の供与、情報の提供等により、地球

環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。 

 

第４節 施策の推進体制等 

（推進体制の整備） 

第23条 県は、市町村及び民間団体等と連携を図り、環境の保全に関する施策を推進する体

制を整備するものとする。 

 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第24条 県は、環境の保全に関する施策の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と協

力するものとする。 
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第３章 長野県環境審議会 

（設置） 

第25条 環境基本法（平成５年法律第91号）第43条第１項及び自然環境保全法（昭和47年法

律第85号）第51条第１項の規定による審議会その他の合議制の機関として、長野県環境審

議会（以下この章において「審議会」という。）を置く。 

追加〔平成11年条例45号〕 

（組織） 

第26条 審議会は、委員30人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者等のうちから知事が任命する。 

一部改正〔平成11年条例45号〕 

（任期） 

第27条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

一部改正〔平成11年条例45号〕 

（会長） 

第28条 審議会に会長を置き、委員が互選する。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。 

一部改正〔平成11年条例45号〕 

（特別委員及び専門委員） 

第29条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くこと

ができる。 

２ 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

３ 特別委員及び専門委員は、学識経験者等のうちから知事が任命する。 

４ 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門

の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

追加〔平成11年条例45号〕 

（会議） 

第30条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の過半数が出席しなければ、会議を開く

ことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

一部改正〔平成11年条例45号〕 

（温泉審査部会） 

第31条 審議会に、温泉法（昭和23年法律第125号）の規定によりその権限に属させられた事

項を調査審議するため、温泉審査部会（以下この条において「部会」という。）を置く。 

２ 部会は、委員及び特別委員のうちから会長が指名する者10人以内をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び特別委員が互選する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 審議会は、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

６ 第28条第３項及び前条の規定は、部会長及び部会について準用する。この場合において、
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第28条第３項中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員又は特別委員」

と、前条第１項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第２項及び第３項中「議事に関係

のある特別委員」とあるのは「特別委員」と読み替えるものとする。 

追加〔平成11年条例45号〕 

 

（幹事） 

第32条 審議会に、必要があるときは、幹事を置くことができる。 

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。 

３ 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、特別委員及び専門委員を補佐する。 

一部改正〔平成11年条例45号〕 

 

（補則） 

第33条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。 

一部改正〔平成11年条例45号〕 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 以下略 
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４ 関連指標一覧 

(1) 達成目標

分野全体の状況を把握するための代表的な指標（達成目標）を設定し、計画の進捗管理を

行います。 

分野 指標名 現状値 目標値 備 考 

持続可能
な社会の
構築 

環境のためになること（環境に配
慮した暮らし）を実行している人の
割合 

65.5％ 
（2017年度）

75.0％ 
（2022年度）

都市農村交流人口 
624,909人 
（2016年度）

690,000人 
（2022年度）

環境のためになること（環境に配慮
した暮らし）を実行する県民の割合 
［現状の数値から年２％程度の増加
を目標に設定］ 

農業体験などで県内を訪れる都市
住民の数 

［現状の１割増加を目標に設定］ 

脱炭素社
会の構築 

県内の温室効果ガス総排出量 
15,930千ﾄﾝ-CO2 

（2014年度）

13,738千ﾄﾝ-CO2 

（2019年度）

県内のエネルギー使用量などを基

に算出した温室効果ガスの排出量 

［国の中央環境審議会の報告を参

考に設定］ 

県内の最終エネルギー消費量 
18.2万TJ 
（2015年度）

17.0万TJ 
（2020年度）

県内において一年間に使用される

エネルギーの総量

［国の中央環境審議会の報告を参

考に設定］

再生可能エネルギー自給率 
8.0％ 

（2015年度）

12.9％ 
（2020年度）

県内で一年間に使うエネルギー量

に対する県内で生み出したと推計さ

れる再生可能エネルギー量の割合 

［これまでの再生可能エネルギーの

導入量、増加率等を踏まえて設定］ 

生物多様
性 ・ 自 然 
環境の保
全と利用 

保護回復事業計画の策定及び 
評価検証数 

18種 
（2016年度）

29種 
（2022年度）

長野県希少野生動植物保護条例に

基づく保護回復事業計画の策定・

評価検証数 

［策定済みの計画に対する評価検

証数を勘案して設定］ 

自然公園利用者数 
3,607万人 
（2016年度）

3,743万人 
（2021年度）

県内の自然公園（国立・国定・県立）

の年間利用者数 

［過去の年間増加利用者数を基に

設定］ 

地域ぐるみで取り組む多面的機能 
を維持・発揮するための活動面積 

40,827ha 
（2016年度）

49,800ha 
（2022年度）

多面的機能支払事業及び中山間地

農業直接支払事業における活動面

積 

［整備済みの農用地面積の概ね８割

での取組を目標に設定］ 

民有林の間伐面積 
13,634ha 
（2016年度）

60,800ha 
（2022年度）

2018～2022年度の間伐面積の累計 

［間伐必要面積と過去の整備動向

から設定］ 
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分野 指標名 現状値 目標値 備 考 

水環境の 
保全 

河川環境基準達成率 
98.6％ 

（2016年度）

98.6％ 
（2022年度）

主要河川71地点の環境基準(BOD)

達成地点数の割合 

［過去の達成率を基に設定］ 

湖沼環境基準達成率 
38.5％ 

（2016年度）

53.3％ 
（2022年度）

主要湖沼15地点の環境基準(COD)

達成地点数の割合 

［過去の達成率を基に設定］ 

汚水処理人口普及率 
97.6％ 

（2016年度）

99.0％ 
（2022年度）

下水道、農業集落排水、浄化槽等、

汚水処理施設の普及人口の割合 

［各市町村の整備目標を基に設定］ 

民有林の間伐面積（再掲） 
13,634ha 
（2016年度）

60,800ha 
（2022年度）

2018～2022年度の間伐面積の累計 

［間伐必要面積と過去の整備動向

から設定］ 

大気環境
等の保全 

大気環境基準達成率 
（光化学オキシダントを除く） 

100％ 
（2016年度）

100％ 
（2022年度）

大気常時監視局の大気汚染物質の

環境基準達成率 

［過去の達成率を基に設定］ 

昼 間 の 光 化 学 オ キ シ ダ ン ト 
環境基準値達成率（時間） 

94.2％ 
（2016年度）

94.5％ 
（2022年度）

昼間の１時間値が基準を満たす時

間の割合 

［過去の達成率を基に設定］ 

有害大気汚染物質・ダイオキシン類 
環境基準等達成率 

100％ 
（2016年度）

100％ 
（2022年度）

有害化学物質等の環境基準や指針

値達成割合 

［過去の達成率を基に設定］ 

循環型社
会の形成 

一般廃棄物総排出量 
※（ ）内は１人１日当たりのごみ排出量

654千ﾄﾝ 
（836ｸﾞﾗﾑ※） 

（2015年度実績）

588千ﾄﾝ 
（795ｸﾞﾗﾑ※） 

（2020年度）

市町村が処理する一般廃棄物総排

出量及び１人１日当たりの排出量 

［過去の変化率と削減幅、施策効果

を勘案して設定］ 

産業廃棄物総排出量 
4,341千ﾄﾝ 

（2013年度推計）

4,358千ﾄﾝ 
（2022年度）

県内で排出された産業廃棄物総排

出量 

［過去の実績、経済指標による推

計、施策効果を勘案して設定］ 

一般廃棄物リサイクル率 
23.0％ 

（2015年度実績）

24.3％ 
（2020年度）

市町村が処理する一般廃棄物総排

出量のうち再資源化した量の割合 

［過去の変化率と推計比率、施策効

果を勘案して設定］ 
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(2) 参考指標

各分野における県の施策の進捗状況等を把握するための指標（参考指標）を設定し、計画

の進捗管理を行います。 

分野 指標名 現状値 目標値 備 考 

持続可能
な社会の
構築 

環境教育計画を有する学校の 
割合 

小学校80.1％ 
中学校90.3％ 

（2017年度）

小学校90.0％ 
中学校92.5％ 

（2022年度）

環境教育計画を有する小学校・中

学校の割合 

［現状値を基に設定］ 

「信州環境カレッジ」の受講者数 
－ 

（2017年度）

12,000人 
（2022年度）

「信州環境カレッジ」における認定講

座の受講者数（累計） 

［今後の受講者数の増加を推計し設

定］ 

環境保全研究所による環境教育
講座等の受講者数 

年間791人 
（2016年度）

年間850人 
（2022年度）

環境保全研究所が開催する環境教

育講座等の年間受講者数 

［過去の実績値を基に設定］ 

脱炭素社

会の構築 

既 存 建 築 物 の 省 エ ネ 性 能 の 
簡易診断件数 

－ 
（2017年度）

1,800件 
（2022年度）

県有施設の庁舎照明ＬＥＤ化の 
整備箇所数 

１施設 
（2017年度）

292施設 
（2022年度）

県有施設における屋根貸しによる
太陽光発電件数 

６件 
（2017年度）

拡大 
（2022年度）

流域下水道に係るエネルギー 
自給率 

5.5％ 
（2015年度）

13.7％ 
（2022年度）

企業局の水力発電の設備容量
100,410kW 

（101,050世帯分） 
（2017年度）

101,119kW 
（104,270世帯分） 

（2022年度）

二酸化炭素の吸収に寄与する 
都市公園の面積 

14.76ｍ2/人 
（2016年度）

15.1ｍ2/人 
（2022年度）

既存建築物の省エネ性能の簡易診

断件数（累計） 

［今後の計画を基に設定］ 

県有施設の庁舎照明のＬＥＤ化の整

備箇所数（累計） 

［今後の計画を基に設定］

屋根貸しの仕組みを利用して、民間

事業者が県有施設の屋根に設置す

る太陽光発電の件数（累計） 

［今後の計画を基に設定］ 

県の流域下水道処理場におけるエ

ネルギー消費量に対するエネルギ 

ー創出量の割合

［省エネ機器や発電施設の導入計

画等を考慮して設定］

企業局の水力発電の設備容量（累計）。

なお、（　）内は発電設備容量等を基

に算出した発電量の世帯数換算値 

［「公営企業経営戦略」等を基に設

定］ 

一人当たりの都市公園の整備面積 

［今後の整備面積（推計）を基に設

定］ 

生物多様
性 ・ 自 然 
環境の保
全と利用 

生物多様性の保全活動で支援・
協働した企業・団体等の数 

30団体 
（2016年度）

65団体 
（2022年度）

県の生物多様性の保全活動に対し

て支援・協働した企業・団体等の数

（累計） 

［過去の実績値を基に設定］ 
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分野 指標名 現状値 目標値 備 考 

生物多様
性 ・ 自 然 
環境の保
全と利用 

登山道の要整備箇所の解消数 
93箇所 

（2016年度） 
493箇所 

（2022年度） 

県内の山岳地域等における危険箇

所など整備が必要な登山道の解消

数（累計） 

［今後の計画を基に設定］ 

環境配慮型トイレの整備率 
80％ 

（2016年度） 
88％ 

（2022年度） 

県内の山岳地域等における環境配

慮型トイレの整備率 

［今後の計画を基に設定］ 

信州型自然保育（信州やまほいく）
認定園数 

152園 
（2017年度） 

260園 
（2022年度） 

信州型自然保育（信州やまほいく）

認定園の数（累計） 

［制度制定５年後（2019年度）までに

230園を認定し、以降１年ごとに10園

の増加を見込み設定］ 

里山整備利用地域の認定数 
５地域 

（2016年度） 
150地域 

（2022年度） 

長野県森林づくり条例に基づく「里

山整備利用地域」の認定数（累計） 

［今後の計画を基に設定］ 

森林（もり）の里親契約数 
126件 

（2016年度） 
156件 

（2022年度） 

企業などとの森林の里親契約の件

数（累計） 

［過去の伸び率を基に設定］ 

国際水準ＧＡＰ認証の取得件数 
14件 

（2016年度） 
42件 

（2022年度） 

国際水準ＧＡＰの認証取得件数（累

計） 

［現状値の３倍に拡大することを目

標に設定］ 

水環境の 
保全 

千曲川・犀川の目標水量達成率 
100％ 

（2016年度） 
100％ 

（2020年度） 

千曲川・犀川の目標水量設定地点

ごと、１年間のうち目標水量を達成し

た日数を年間日数で除した割合 

［過去の達成率を基に設定］ 

上水道等の基幹管路の耐震化 
適合率 

35.2％ 
（2016年度） 

41.1％ 
（2020年度） 

水道管の耐震化適合率 

［今後の計画を基に設定］ 

アレチウリ駆除活動の参加者数 
年間26,416人 

（2016年度） 
年間29,000人 

（2022年度） 

地域におけるアレチウリ駆除活動へ

の参加者数 

［過去の実績値を基に設定］ 

大気環境 
等の保全 

自動車騒音環境基準達成率 
94.9％ 

（2016年度） 
95.6％ 

（2022年度） 
自動車騒音の環境基準達成率 

［過去の達成率を基に設定］ 

北陸新幹線鉄道騒音環境基準 
達成率 

50％ 
（2016年度） 

72.2％ 
（2022年度） 

北陸新幹線鉄道騒音の環境基準達

成率 

［過去の達成率を基に設定］ 
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分野 指標名 現状値 目標値 備 考 

循環型社
会の形成 

食 べ 残 し を 減 ら そ う 県 民 運 動 
～e-プロジェクト～協力店登録数 

617店 
（2016年度） 

1,000店 
（2022年度） 

食べ残しを減らそう県民運動協力店

の登録数（累計） 

［過去の実績値を基に設定］ 

産業廃棄物３Ｒ実践協定の締結
事業者数 

172者 
（2016年度） 

200者 
（2022年度） 

県と産業廃棄物３Ｒ実践協定を締結

する事業者数（累計） 

［過去の実績値を基に設定］ 

信州リサイクル製品の認定数 
60製品 

（2016年度） 
80製品 

（2022年度） 
信州リサイクル製品の認定数（累計） 

［過去の実績値を基に設定］ 

電子マニフェスト（産業廃棄物管理票）
の普及率 

33.3％ 
（2016年度） 

50％ 
（2022年度） 

県内で使用される電子マニフェスト

（産業廃棄物管理票）の普及率 

［過去の実績値を基に設定］ 
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５　SDGｓと実施施策との関係

1 2 3 4 5 6 7 8

貧困 飢餓 健康・福祉 教育 ジェンダー 水・トイレ エネルギー 働きがい・経済成長

1
持続可能な
社会の構築

(4)環境影響評価に
よる環境保全の推
進

(5)環境保全研究所
の機能強化 (調査
研究）

(1)環境保全意識の
醸成と行動の促進
（環境教育・ＥＳＤ）

(5)環境保全研究所
の機能強化（環境
教育）

(4)環境影響評価に
よる環境保全の推
進

(5)環境保全研究所
の機能強化 (調査
研究）

(3)豊かな自然やﾗ
ｲﾌｽﾀｲﾙ等の発信

2
脱炭素社会の
構築

(3)総合的な気候変
動対策の推進（緩
和対策・適応対策）

(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の
県民の手によるﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ（建築物の環
ｴﾈ性能、公共交通
の利用）

(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の
県民の手によるﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ（家庭のｴﾈﾙ
ｷﾞｰ消費の効率化
など）

(2)再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰの利用と供給
の拡大(基盤整備、
発電設備の拡大な
ど）

(2)再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰの利用と供給
の拡大（環境ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ分野の産業化）

3

生物多様性・
自然環境の
保全と利用

4 水環境の保全

(2)安心安全な水の
保全（水質監視な
ど）

(2)安心安全な水の
保全（家畜排せつ
物の堆肥化などバ
イオマスの利活用）

5
大気環境等の
保全

6
循環型社会の
形成

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（PCBの
適正処理など）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（PCBの
適正処理など）

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（廃棄物系ﾊﾞｲ
ｵﾏｽの利活用）

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（再生利用）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（美化運
動による観光地の
ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ）

SDGｓ

分野

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮（農業の振
興）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（農業
水利施設の整備な
ど）

(2)自然環境の保全
と自然に親しむ機
会の充実（自然体
験活動）

(1)清浄な大気と良
好な地域の生活環
境の確保（常時監
視など）

(2)化学物質による
環境汚染の防止と
対策（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
対策など）

(1)生物多様性の保
全（身近な野生動
植物の保全）

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮（森林整備
など）

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮(木質ﾊﾞｲｵﾏ
ｽ）

(2)自然環境の保全
と自然に親しむ機
会の充実（自然体
験活動）

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮（森林を活
用した教育活動）

(2)自然環境の保全
と自然に親しむ機
会の充実（自然公
園の利用促進、自
然体験活動）

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮（農林業の
振興）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（地下
水の涵養など）

(2)安全安心な水の
保全（水質監視など）

(3)親しみやすく生
物を育む水辺環境
の創出（水辺にお
ける生態系の保全
など）

(2)化学物質による
環境汚染の防止と
対策（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
対策など）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（地下
水を活かした企業
誘致）

(3)親しみやすく生
物を育む水辺環境
の創出（諏訪湖創
生ビジョン）

(1)清浄な大気と良
好な地域の生活環
境の確保（星空観
光）
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0 19 1 1 12 13 14 15 16 17

産業・技術革新 不平等 住み続けられる街 つくる責任・つかう責任 気候変動 海の豊かさ 陸の豊かさ 平和・公正 パートナーシップ

(4)環境影響評価に
よる環境保全の推
進

(5)環境保全研究所
の機能強化 (調査
研究）

(1)環境保全意識の醸
成と行動の促進（環
境教育・啓発）

(3)豊かな自然やﾗｲﾌ
ｽﾀｲﾙ等の発信

(4)環境影響評価によ
る環境保全の推進

(5)環境保全研究所の
機能強化（環境教育）

(5)環境保全研究所
の機能強化 (調査
研究）

(4)環境影響評価に
よる環境保全の推
進

(5)環境保全研究所
の機能強化 (調査
研究）

(2)ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟによ
る環境保全活動の
推進

(5)環境保全研究所
の機能強化 (共同
研究）

(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の県
民の手によるﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの
支援）

(2)再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
の利用と供給の拡大
（環境ｴﾈﾙｷﾞｰ分野の
産業化）

(3)総合的な気候変動
対策の推進（信州・気
候変動適応ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰ
ﾑ）

(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の
県民の手によるﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ（建築物の環
ｴﾈ性能、公共交通
の利用など）

(3)総合的な気候変
動対策の推進（緩
和対策、 適応対
策）

(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の
県民の手によるﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ（省ｴﾈﾙｷﾞｰ
の普及・啓発）

(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の
県民の手によるﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ（省ｴﾈﾙｷﾞｰ
対策）

(2)再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰの利用と供給
の拡大

(3)総合的な気候変
動対策の推進（緩
和対策、 適応対
策）

(3)総合的な気候変
動対策の推進（森
林整備など）

(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の県
民の手によるﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ（信州省ｴﾈ大作戦な
ど）

(2)再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ
の利用と供給の拡大
（自然ｴﾈﾙｷﾞｰ信州ﾈｯ
ﾄなど）

(3)総合的な気候変動
対策の推進（信州・気
候変動適応ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰ
ﾑなど）

(2)安心安全な水の
保全(水に関する災
害対策）

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（発生抑制な
ど）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（指導・啓
発など）

(1)廃棄物の３Rの
推進（食品ﾛｽの削
減など）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（指導・啓
発など）

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（発生抑制な
ど）

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品
のﾘｻｲｸﾙなど）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（不法投
棄の防止など）

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（残さず食べよ
う！30 ・ 10運動な
ど）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（環境美
化運動、ﾊﾟﾄﾛｰﾙな
ど）

※第４章の実施施策のうち代表的な施策とＳＤＧｓの各ゴールとの関係を示します。太枠は特に関連性が強い施策を示します。

(1)清浄な大気と良
好な地域の生活環
境の確保（常時監
視など）

(2)化学物質による
環境汚染の防止と
対策（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
対策など）

(2)自然環境の保全
と自然に親しむ機
会の充実（自然環
境保全地域など）

(2)自然環境の保全
と自然に親しむ機
会の充実（自然体
験活動など）

(3)森林や農山村
が持つ多面的な価
値の発揮（森林整
備など）

(1)生物多様性の保全

(生物多様性保全ﾊﾟｰ

ﾄﾅｰｼｯﾌﾟ協定など）

(2)自然環境の保全と

自然に親しむ機会の

充実（ふるさと納税な

ど）

(3)森林や農山村が持

つ多面的な価値の発

揮（共同活動など）

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮（森林による
CO2の吸収・固定）

(1)生物多様性の保全

（希少野生動植物の保

全など）

(2)自然環境の保全と

自然に親しむ機会の充

実（自然保護ｾﾝﾀｰの

機能強化など）

(3)森林や農山村が持

つ多面的な価値の発揮

（里山・森林整備など）

(2)安心安全な水の
保全（発生源対策
など）

(3)親しみやすく生
物を育む水辺環境
の創出（水辺の環
境保全活動）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（森林
整備）

(2)安心安全な水の
保全(水に関する災
害対策）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（森林
整備）

（2）安心安全な水
の保全（河川・湖沼
の浄化対策など）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（森林
（もり）の里親など）

(2)安心安全な水の
保全（諏訪湖創生
ビジョン）

(3)親しみやすく生
物を育む水辺環境
の創出（河川愛護
活動など）

(1)清浄な大気と良
好な地域の生活環
境の確保（関東地
域各都県との広域
的な連携）

(2)化学物質による
環境汚染の防止と
対策（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
対策など）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（森林
整備）

(3)親しみやすく生
物を育む水辺環境
の創出（水辺にお
ける生態系の保全
など）

５　SDGｓと実施施策との関係

1 2 3 4 5 6 7 8

貧困 飢餓 健康・福祉 教育 ジェンダー 水・トイレ エネルギー 働きがい・経済成長

1
持続可能な
社会の構築

(4)環境影響評価に
よる環境保全の推
進

(5)環境保全研究所
の機能強化 (調査
研究）

(1)環境保全意識の
醸成と行動の促進
（環境教育・ＥＳＤ）

(5)環境保全研究所
の機能強化（環境
教育）

(4)環境影響評価に
よる環境保全の推
進

(5)環境保全研究所
の機能強化 (調査
研究）

(3)豊かな自然やﾗ
ｲﾌｽﾀｲﾙ等の発信

2
脱炭素社会の
構築

(3)総合的な気候変
動対策の推進（緩
和対策・適応対策）

(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の
県民の手によるﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ（建築物の環
ｴﾈ性能、公共交通
の利用）

(1)ｴﾈﾙｷﾞｰ需要の
県民の手によるﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ（家庭のｴﾈﾙ
ｷﾞｰ消費の効率化
など）

(2)再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰの利用と供給
の拡大(基盤整備、
発電設備の拡大な
ど）

(2)再生可能ｴﾈﾙ
ｷﾞｰの利用と供給
の拡大（環境ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ分野の産業化）

3

生物多様性・
自然環境の
保全と利用

4 水環境の保全

(2)安心安全な水の
保全（水質監視な
ど）

(2)安心安全な水の
保全（家畜排せつ
物の堆肥化などバ
イオマスの利活用）

5
大気環境等の
保全

6
循環型社会の
形成

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（PCBの
適正処理など）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（PCBの
適正処理など）

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（廃棄物系ﾊﾞｲ
ｵﾏｽの利活用）

(1)廃棄物の３Ｒの
推進（再生利用）

(2)廃棄物の適正処
理の推進（美化運
動による観光地の
ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ）

SDGｓ

分野

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮（農業の振
興）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（農業
水利施設の整備な
ど）

(2)自然環境の保全
と自然に親しむ機
会の充実（自然体
験活動）

(1)清浄な大気と良
好な地域の生活環
境の確保（常時監
視など）

(2)化学物質による
環境汚染の防止と
対策（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
対策など）

(1)生物多様性の保
全（身近な野生動
植物の保全）

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮（森林整備
など）

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮(木質ﾊﾞｲｵﾏ
ｽ）

(2)自然環境の保全
と自然に親しむ機
会の充実（自然体
験活動）

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮（森林を活
用した教育活動）

(2)自然環境の保全
と自然に親しむ機
会の充実（自然公
園の利用促進、自
然体験活動）

(3)森林や農山村が
持つ多面的な価値
の発揮（農林業の
振興）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（地下
水の涵養など）

(2)安全安心な水の
保全（水質監視など）

(3)親しみやすく生
物を育む水辺環境
の創出（水辺にお
ける生態系の保全
など）

(2)化学物質による
環境汚染の防止と
対策（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
対策など）

(1)水源の涵養と適
正な利活用（地下
水を活かした企業
誘致）

(3)親しみやすく生
物を育む水辺環境
の創出（諏訪湖創
生ビジョン）

(1)清浄な大気と良
好な地域の生活環
境の確保（星空観
光）
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６　用語解説
※ページは本文中で最初に記載されているページ

用語 ページ 解説

ア アスベスト 10

石綿。天然にできた鉱物繊維で、熱に強く摩耗に強い、丈夫で変化し
にくい等の特性から建材や保温材など多くの用途に使われてきた。し
かし、繊維は、髪の毛の5000分の１と細かいため飛散しやすく、吸い
込んだ場合、20～50年で肺ガンや中皮腫になる可能性があることか
ら、現在国を挙げて対策に取り組んでいる。

イ 一般粉じん 40
物の破砕、選別等に伴い発生し、飛散する物質（粉じん）のうち、ア
スベスト（特定粉じん）以外の粉じんのこと

栄養塩類 37
植物性プランクトンなどの植物体の生育に不可欠なケイ素、りん、窒
素などの元素を含む塩類

エコアクション21 23

中小事業者等の幅広い事業者に対して、「環境への取組を効果的・効
率的に行うシステムを構築・運用し、環境への目標を持ち、行動し、
結果を取りまとめ、評価し、報告する」ための方法として環境省が策
定した「エコアクション21ガイドライン」に基づく認証・登録制度

エコツーリズム 31
観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内又は助
言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源と
触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動

エコフィード 44

「環境に優しい」や「節約する」等を意味する「エコ」と飼料を意味
する「フィード」を合わせた言葉で、醤油粕や焼酎粕などの食品製造
副産物、パンやお弁当の売れ残り、野菜のカットくずなどの調理残
さ、規格外農産物等の農場残さを利用して製造された家畜用飼料

エネルギー供給温暖化対策計画書 23

エネルギー供給者側から温暖化対策や再生可能エネルギーの普及・供
給拡大を促進するため、県内に電力を供給している事業者を対象に、
最大３か年の温暖化対策等の促進に係る計画書と毎年度の実施状況等
報告書の作成・提出・公表を求めるもの

エネルギーのピークシフト・チェ
ンジ

24
電力需要のピーク時間帯を避けて電気を利用したり、電気以外のエネ
ルギーへの転換や高効率機器の設備への転換を行うこと

汚濁負荷流出（非特定汚染源） 37
市街地、農地、森林等など面的な広がりを有する発生源（非特定汚染
源　用語解説P81）からの負荷が流出すること

温室効果ガス 5

大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することに
より気温上昇をもたらす気体の総称。京都議定書において削減対象と
なっている温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）・メタン（CH4）・一

酸化二窒素（N2O）・ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）・パーフル

オロカーボン類（PFCs）・六フッ化硫黄（SF6）の６種類

カ 外来種 8
国外や国内の他地域から、ある地域に人為的に導入されることによ
り、本来の自然分布を越えて生息又は生育することとなる生物種

エ

オ
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外来生物被害予防三原則 30

外来種は一度定着して増えてしまうと、駆除することは非常に難しく
なるため、私たち一人ひとりのとるべき姿勢として、環境省から提唱
されているスローガン
１　入れない　⇒悪影響を及ぼすかもしれない外来生物を
　　　　　　　　むやみに他の地域に入れない
２　捨てない　⇒飼っている外来生物を野外に捨てない
３　拡げない　⇒野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

合併処理浄化槽 36
下水道、農業集落排水に接続しない個人宅等に設置される汚水処理施
設で、し尿と生活雑排水を併せて処理する方式の浄化槽
⇒cf.　単独処理浄化槽（用語解説P79）

環境基準 9
大気の汚染、水質の汚濁、騒音などの環境上の条件について、人の健
康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準を
行政上の目標値として定めたもの

環境影響評価制度 17
大規模な開発事業を実施する際に、事業者自らが、あらかじめ、環境
に与える影響を住民や関係自治体などの意見を聴きながら、調査・予
測・評価し、環境に配慮した事業にしていくための制度

環境配慮型トイレ 30

し尿の処理方式が地下浸透方式（垂れ流し）でないトイレ。処理方式
によっていくつかの種類があり、し尿を微生物に分解させるバイオト
イレや、し尿を溜めたタンクをヘリコプター等により搬出するカート
リッジ式トイレ等がある。

環境省選定「名水百選」 38

環境省では1985（昭和60）年に「名水百選」、2008（平成20）年に
「平成の名水百選」を選定した。県内から名水百選に３箇所、平成の
名水百選に４箇所が選定されている。
○県内の「名水百選」
　猿庫の泉（飯田市）、安曇野わさび田湧水群（安曇野市）、
　姫川源流湧水（白馬村）

○県内の「平成の名水百選」
　観音霊水（飯田市）、木曽川源流の里　水木沢（木祖村）
　まつもと城下町湧水群（松本市）、龍興寺清水（木島平村）

環境基準の類型指定（騒音） 41

騒音に係る環境基準は、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する
上で維持されることが望ましい基準として、４つの類型に応じた基準
値が国により定められている。
都道府県知事は、住宅の立地状況その他土地利用の実情を勘案して、
各類型を当てはめる地域を指定する。

環境省から発表された新たな星空
観察手法

41

観察が容易で客観的な評価が可能な方法として、2017（平成29）年10
月に公表された新たな星空観察手法のこと。観察方法は、肉眼による
観察やデジタルカメラ撮影による天頂付近の夜空の明るさを測定す
る。

カ
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カ 慣行水利権 35

旧河川法（明治29年法律第71号）施行以前あるいは河川法（昭和39年
法律第167号）の適用を受ける法定河川（一級、二級、準用河川）とし
て指定される以前から、特定の者による排他継続的な事実上の水の支
配をもとに社会的に承認された権利をいわゆる慣行水利権といい、こ
れについては、改めて河川法に基づく取水の許可申請行為を要するこ
となく、許可を受けたものとみなされる。

企業版ふるさと納税 19
企業が、本社所在地以外の地方公共団体が行う地方創生を推進するた
めの事業に対する寄付を行った場合に、税額控除の特例が受けられる
制度

気候変動に関する政府間パネル
（ＩＰＣＣ）

5

1988（昭和63）年に、国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）に
より設立。各国の研究者が地球温暖化問題に関する科学的知見をまと
め、地球温暖化対策に科学的基礎を与える公式の場。地球温暖化に関
する科学的・技術的・社会経済的な評価を行い、得られた知見を政策
決定者をはじめ、広く一般に利用してもらうことを任務とする。５～
６年ごとに地球温暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表す
るとともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方法論報告書を発表し
ている。

気候変動 5

全球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気
候変化のことで、それと同程度の長さの期間にわたって観測される自
然な気候変動に加えて生じるものをいう。気候変化とも訳される。近
年では、地球温暖化と同義語として用いられることが多い。

希少野生動植物 13

生息数が少なく、まれにしか見ることが出来ない動植物のこと。レッ
ドリストに掲載された種や、「種の保存法」に基づき指定された国内
希少野生動植物種（捕獲・殺傷等禁止）、国際希少野生動植物種（国
際取引の規制）その他、分布が局限される固有種などを指して使われ
る。

希少野生動植物保護監視員 30
長野県希少野生動植物保護条例に基づき、県の委嘱（自然保護レン
ジャー等の中から一定の知識・経験を有する者を委嘱）により、希少
野生動植物の生息・生育地の監視活動を行うボランティア

キッズＩＳＯプログラム 17
非特定営利活動法人国際芸術技術協力機構が開発し、国内外で実施さ
れている子ども向けの環境教育プログラム

キ
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忌避剤 32 有害動物の嫌う成分を用い、有害動物が近寄らないようにする薬剤

京都議定書 6

1997（平成９）年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締
約国会議（ＣＯＰ３）において採択された、拘束力を有する法的文
書。2000（平成12）年以降の先進国の地球温暖化対策として、法的拘
束力のある数値目標が決定され、具体的に削減対象ガス（二酸化炭
素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等）と、1990（平成２）年比
の削減目標（先進国全体で5.2％、日本は６％、欧州は８％削減な
ど）、達成期間（2008（平成20）年から2012（平成24）年の間）を定
めている。国際的に協調して目標を達成するための仕組みとして、排
出量取引、共同実施（JI）、クリーン開発メカニズム(CDM)などの新た
な仕組みが合意され、これらを京都メカニズムという。2005（平成
17）年２月に発効

郷土環境保全地域 30
長野県自然環境保全条例により、郷土的又は歴史的な特色のある自然
環境を形成している地域などを保全するため長野県知事が指定してい
る地域

許可水利権 35

河川法（昭和39年法律第167号）第23条の規定による許可を受けた水利
権。水利権とは、特定の目的のために、その目的を達成するのに必要
な限度において、河川の流水を占用（排他的・継続的に使用）する権
利をいう。

ク グリーン熱 25
太陽熱・バイオマス熱・地中熱・温泉熱・雪氷熱など、再生可能エネ
ルギーによって生成された熱

景観育成基準 26
県又は市町村が地域の景観特性に応じ、景観法に基づき策定する景観
計画において、建築物もしくは工作物の配置、規模、形態意匠、色
彩、敷地の緑化等について定めた基準

県選定「信州の名水・秘水」 38

県は、水の大切さを再認識し、水環境を保全する意識の高揚を図ると
ともに、地域の活性化に役立てるため、2010（平成22）年１月に「信
州の名水・秘水」選定委員会により、湧水などの中から特に優れたも
の15箇所を「信州の名水・秘水」として選定した。

「建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律」に基づく省エ
ネルギー基準への適合義務化

23
2017（平成29）年４月から2,000㎡以上の大規模な非住宅建築物の新築
等に省エネ基準への適合が義務付けられた。また、2020年からは、全
ての建築物に対し省エネ基準への適合義務化が予定されている。

光化学オキシダント 10
工場や自動車から排出される大気中の窒素酸化物や揮発性有機化合物
などが、太陽の紫外線により光化学反応を起こし生成される酸化性物
質の総称。主成分はオゾンであり、人や植物に有害である。

公共事業等環境配慮制度 20
環境影響評価制度の対象とならない県事業を対象に、環境への配慮に
係る住民や関係自治体の意見を聴きながら、環境への影響をできるだ
け小さくしていくための制度

キ
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コ こどもエコクラブ 17

子どもたちが地域において主体的に環境教育や環境保全活動に取り組
み、将来にわたる環境保全に対する高い意識を持つことを支援するた
めに、公益財団法人日本環境協会が幼児から高校生までを対象に参加
を呼びかけている環境活動クラブ

再生可能エネルギー 6
太陽光や太陽熱、水力、バイオマス、地熱など、一度利用しても比較
的短期間に再生可能で、資源が枯渇しないエネルギーのこと

再生可能エネルギー固定価格買取
制度（ＦＩＴ）

7
再生可能エネルギーによって発電された電気を、一定の期間、一定の
価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける制度。フィードインタ
リフ制度（「Feed in Tariff」、略称：ＦＩＴ）ともいわれる。

再生可能エネルギー100%地域 6
エネルギー需要（電力や熱）に占める再生可能エネルギーの割合が
100%である地域

里地里山 9
長い歴史の中で、様々な人間の働きかけを通じて特有の自然環境が形
成されてきた地域であり、集落を取り巻く二次林と人工林、農地、た
め池、草原等で構成される地域

山岳の環境保全及び適正利用の方
針

30

2016（平成28）年度に開催した長野県山岳環境連絡会において、登山
安全条例の規定に基づき、長野県が策定した方針。近年の登山者の多
様化や増加等による山岳環境への影響（登山道周辺の崩壊、高山植物
の踏み荒し等）を防ぎ、安全な登山が行えるよう、登山道の整備及び
維持管理と山岳の適正利用に関する統一ルールを定めた。

産業廃棄物３Ｒ実践協定 44
産業廃棄物の３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）及び適正処理に関
して、産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者の自主的な取組
を進めるため、県と協定を結ぶ制度

１／３ルール 43
食品メーカーなどが設定する、加工食品の製造日から賞味期限までの
期間を３等分してメーカーからの納品期限や店頭での販売期限を設定
する商習慣で、食品ロスの発生要因と言われている。

事業活動温暖化対策計画書制度 22
温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業者を対象として、最大３か
年の温室効果ガスの排出抑制に係る計画書と毎年度の実施状況等報告
書の作成・提出・公表を求めるもの

自然エネルギー信州ネット 19

2011（平成23）年７月末に設立された産学官民連携・協働で自然エネ
ルギーの普及に取り組む全県ネットワーク組織で、354の個人・団体の
会員数を有する（2018（平成30）年１月現在）。地域レベルでは連携
する18の地域協議会の設立支援や地域特性を生かした普及モデルの構
築など、県内における先進的な自然エネルギー事業の普及及び推進を
図っている。

サ
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自然公園 8
優れた自然の風景地に、その保護と利用を図るため区域を画して設け
られる公園をいい、国が指定する国立公園・国定公園と、県が指定す
る県立自然公園の３種類がある。

自然保護レンジャー 30
県の委嘱により、自然公園などにおける動植物の保護や施設の適切な
利用指導を行うボランティア

自然環境保全地域 30
高山性植生や優れた天然林など、自然環境を保全することが特に必要
な地域として、環境大臣又は都道府県知事が指定する地域。特別地
区・普通地区等に分けられ、一定の行為が規制される。

ジビエ 32
捕獲した野生鳥獣の肉をジビエ（jibier:フランス語）という。ジビエ
料理は、フランス料理の中でも最も古典的で高級な料理に位置付けら
れている。

準多量排出事業者 44
前年度の産業廃棄物の発生量が500トン以上1,000トン未満である事業
場を県内に設置している事業者

小水力発電 7

水力を利用した発電のうち、規模の小さいもの。長野県では「長野県
環境エネルギー戦略」において、ＦＩＴの対象となる発電規模３万kW
未満の小水力を「自然エネルギー」の種別の一つと位置付けて普及拡
大に取り組んでいる。

食品ロス 10
消費・賞味期限が切れた食品、売れ残り、食べ残しなど本来食べられ
たはずなのに捨てられてしまう食品。食品メーカーや卸、小売店、飲
食店、家庭など様々な過程で発生

食品ロス削減の日 19

環境省や関係自治体が参加して、2017（平成29）年10月30日に開催し
た第１回食品ロス削減全国大会において、開催市の松本市が提唱し
た。県では、その提唱に賛同し、この日に統一的に食品ロス削減の取
組を進めていく。

信州ＥＳＤコンソーシアム 17
長野県全域へのＥＳＤ活動の普及と定着を目標として、信州大学が中
心となり、各種団体や学校等の教育機関などが参画して取組を進めて
いる共同体

信州やまほいく（信州型自然保
育）認定制度

17 参照：P33コラム「信州やまほいく（信州型自然保育）について」

信州・気候変動モニタリングネッ
トワーク

26

県内の気候変動の実態を把握するために県が2014（平成26）年11月に
設立したネットワーク。県内で気象観測を行っている行政や大学など
の50機関から構成され、各機関が保有している観測データの収集・整
理・発信を行っている。

シ
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信州・気候変動適応プラット
フォーム

26

気候変動に適応する製品や技術、サービスの創出や政策の立案を促進
するために県が2016（平成28）年10月に設立したプラットフォーム。
行政や企業、大学などの49機関で構成され、気候変動の影響に関する
情報共有や具体的な適応策の検討を行っている。

森林セラピー 15
参照：P33コラム「森林セラピーについて」
※「森林セラピー」は特定非営利活動法人森林セラピーソサエティの
登録商標であり、森林セラピー基地・ロードの認定を行っています。

森林や農山村の持つ多面的な機能 29

〇森林の多面的機能
土砂災害等の防止、水源の涵養、木材などの林産物の供給、保健休

養の場や生き物の生息・生育する場の提供、地球温暖化防止等の多面
にわたる機能
〇農山村の多面的機能

国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文
化の伝承等、農村で農業生産活動が行われることにより生ずる、食料
その他の農産物供給以外の多面にわたる機能

森林セラピー基地 31
セラピー効果のある森林、遊歩道、休憩・宿泊施設、癒しのプログラ
ムを提供できる森林セラピーガイド等の体制が整っているなど一定基
準を満たした地域

森林認証 32

行政や企業から独立した認証機関が、適切な森林管理や持続可能な森
林経営が行われている森林と、木材の流通加工業者を審査・認証し、
そこから生産・加工された木材や木製品に認証機関ごとの独自のマー
クを付けて、認証を受けていないものと区別する制度

森林の公益的機能 34

森林は、土砂災害等の防止、水源の涵養、木材などの林産物の供給、
保健休養の場や生き物の生息・生育する場の提供、地球温暖化防止
等、様々な働きを持つ。この様々な働きのうち、木材等の林産物を供
給する機能を除いたもの

水源の涵養機能 34
森林の土壌や水田等が、降水等を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平
準化して洪水を緩和するとともに、川の流量を安定させる機能

３Ｒ（リデュース・リユース・リ
サイクル）

14

Reduce（リデュース：発生抑制）・Reuse（リユース：再利用）・
Recycle（リサイクル：再生利用）の頭文字をとった言葉。2000（平成
12）年に循環型社会形成推進基本法において３Ｒの考え方が導入さ
れ、①リデュース、②リユース、③リサイクル、④熱回収（サーマル
リサイクル）、⑤適正処分の優先順位で廃棄物処理やリサイクルが行
われるべきであると定められている。

諏訪湖創生ビジョン 37 参照：P39コラム「諏訪湖創生ビジョンについて」

ス
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生物多様性のホットスポット 7

英語のhot spotは「危険な場所」、「注目されている場所」の意。生
物多様性のホットスポットとは、生物多様性が高く、かつ破壊が進ん
でいる地域のこと。地球上に36箇所あるホットスポットのうちの１つ
として、日本列島全体が指定されている。また、日本列島の中でも、
特に長野県内やその周辺は生物多様性の豊かな場所であり、ホットス
ポット中のホットスポットといわれている。

生物多様性 2
あらゆる生物種の多さと、それらによって成り立っている生態系の豊
かさやバランスが保たれている状態をいい、さらに、生物が過去から
未来へと伝える遺伝子の多様さまでを含めた幅広い概念

生物多様性保全パートナーシップ
協定

19
市民団体等が行っている生物多様性の保全活動に企業や学校等の参画
を促し、資金的・人的支援を得る取組
参照：P21コラム「生物多様性保全パートナーシップ協定について」

生物多様性ながの県戦略 29
生物多様性基本法第13条に定める生物多様性地域戦略であり、長野県
の自然的社会的特性を活かした生物多様性の保全及びその持続可能な
利用に関する基本的かつ総合的な計画

雪氷熱 25
冬の間に降った雪や、冷たい外気を使って凍らせた氷を保管し、冷熱
が必要となる時季に利用する熱エネルギー。適度な水分を含んだ冷気
であることから、食物の冷蔵に適している。

全窒素 39 水中に含まれる無機性窒素及び有機性窒素の総量

全りん 39 水中に含まれる無機及び有機リン化合物中のリンの総量

ダイオキシン類 10

物の燃焼などの過程で非意図的に生成される炭素、水素、（酸素）、
塩素で構成される化合物。塩素の数と配置によって222種類があり、毒
性の強さが異なる。環境中では分解しにくく、生物に対する毒性の強
いものがある。

太陽光発電を適正に推進するため
の市町村対応マニュアル

26

地域と調和した再生可能エネルギー事業を促進することを目的に、
「太陽光発電の適正な推進に関する連絡会議」（長野県の関係部局、
21市町村により構成）での議論を踏まえて策定した、太陽光発電に対
応するための市町村担当者向けマニュアル。事業者への普及を目的に
「抜すい版」も公表している。

多量排出事業者 44
前年度の産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。）の発生量が1,000
トン以上又は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上で
ある事業場を県内に設置している事業者

タ

セ

78－ 78 －



参
考
資
料

用語 ページ 解説

タ 単独処理浄化槽 36

し尿のみを処理し、生活雑排水を処理しない方式の浄化槽。2000（平
成12）年の浄化槽法改正により、単独処理浄化槽の設置はできなく
なった。
⇒cf.　合併処理浄化槽（用語解説P72）

地域再生可能エネルギー国際会議
2017

6 参照：P28コラム「地域再生可能エネルギー国際会議2017について」

地域循環圏 14

地域の廃棄物処理の実情や食品廃棄物、家畜ふん尿、木くず等の廃棄
物の種類に応じて、多様な主体が広域的に連携し、適正規模で廃棄物
を資源として循環させる仕組み。廃棄物処理施設等の集約化による社
会コストの削減、新規ビジネスの創出、低炭素社会・自然共生社会の
形成への効果が期待できる。

地域主導型の再生可能エネルギー
の普及拡大

24
地域の主体が、自ら事業費の過半を出資し、意思決定を行って実施す
る再生可能エネルギー事業の形態であり、利益の大部分を地域で得る
ことが可能

地消地産 13
地域で消費するものを、地域にある資源を活用して地域で生産するこ
と

テ 電子マニフェスト 45
産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）に代えて、排出事業者、収集運
搬業者、処分業者が通信ネットワークを使用して、排出事業者が委託
した産業廃棄物の流れを管理する仕組み

特定汚染源 36
家庭や工場・事業場のように、特定の場所から汚染物質が排出される
汚染源のこと
⇒cf.　非特定汚染源（用語解説P81）

特定粉じん排出等作業 41

吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる
特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造
し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛
散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもの

長野県版レッドリスト 8
長野県内に生息する野生生物について、生物学的観点から個々の種の
絶滅の危険度を評価し、絶滅の恐れのある種を選定してリストにまと
めたもの

長野県森林づくり県民税 18

森林の多面的な機能を持続的に発揮させ、健全な姿で次の世代に引き
継いでいくために、2008（平成20）年４月１日から県が導入した独自
課税制度。荒廃した里山の森林整備等を推進するための財源として使
われる。
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長野県希少野生動植物保護条例 29

長野県内に生息・生育する希少野生動植物に対して、本県の実情に即
し、より広範な種の保護を図るため制定した条例（2004（平成16）年
１月１日施行）
条例に基づき、保護の必要のある種を指定種又は特別指定種として捕
獲規制を行うほか、保護回復事業計画を策定し希少野生動植物の保護
を図っている。

長野県次世代自動車充電インフラ
整備ビジョン

25

環境負荷の少ない電気自動車、プラグインハイブリッド自動車（Ｅ
Ｖ・ＰＨＶ）など次世代自動車の普及促進を図るため、2013（平成
25）年６月に策定したビジョン。本ビジョンでは、県の充電インフラ
整備方針を示し、当該方針に基づいて行われる民間事業者等のインフ
ラ整備を積極的に支援することとしている。

長野県水道ビジョン 35
安心安全な水道を将来にわたって維持し、持続的な供給体制を確保す
るため、県内の水道が目指すべき方向性や、とるべき方策・連携策を
示すため2016（平成28）年度に策定

長野県ものづくり産業振興戦略プ
ラン

24

長野県経済のけん引役であるとともに、県民生活を豊かにする上で、
重要な役割を果たす製造業の振興を図るために策定したプラン。本プ
ランに基づき、産業イノベーションの創出に向けて、積極果敢にチャ
レンジするものづくり産業の集積実現を目指し、企業、大学、支援機
関、行政機関、金融機関等が一体となった取組を推進する。

75％値 9

ＢＯＤ（ＣＯＤ）の水質測定結果の評価方法の一つであり、水質環境
基準の適否の判定などに利用される。全データを小さい方から並べた
時に、（データ数×0.75）番目の値をいう。例えば、年間のデータ数
が12個の場合、小さい方から９番目の値となる。これは河川の低水流
量（１年を通じて275日はこれより低下しない流量）における水質を反
映している。

ニ 日本型直接支払制度 35
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、
中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生
産活動を支援する制度

ネ ネイチャーセンター 31

地域の自然情報だけでなく観光情報、気象情報などの様々な情報が手
に入り、滞在時間や費用に応じた多彩な自然体験が提供され、環境教
育、休憩・避難、調査・研究、自然保全など、多目的な活動が行われ
る拠点としてアメリカ合衆国国立公園内に設置された施設

ノ
残さず食べよう！３０・１０（さ
んまる・いちまる）運動

19
食品ロスを減らすため、外食の中でも食べ残しが多い宴会で、始めの
30分間と最後の10分間に自分の席で料理を食べて、食べ残しをしない
ように呼びかける松本市発祥の取組

ナ
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ばい煙 40

燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴って発生する
硫黄酸化物及びばいじんや、物の燃焼、合成、分解その他の処理に
伴って発生する物質のうち、カドミウムや鉛などの人の健康又は生活
環境に係る被害を生ずるおそれのある有害物質

バイオマス 7
再生可能エネルギーのうち、動植物に由来する有機物であってエネル
ギー源として利用できるもの（化石燃料を除く）。バイオマス資源
は、発電や熱利用による活用が可能

バイオ燃料 25

植物資源などのバイオマスを加工して作る燃料。木くずや廃材、トウ
モロコシ、サトウキビ・ビートの絞りかす（バガス）などを発酵させ
て作るエタノール（エチルアルコール）、家畜のし尿などを発酵させ
てできるメタンなど

パリ協定 6

2015（平成27）年12月12日、フランス・パリで開催されたＣＯＰ21に
おいて、京都議定書以来18年ぶりの新たな法的拘束力のある国際約
束。
「世界的な平均気温の上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分下方
に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追及すること」を目標に掲
げ、全ての国が参加し、５年ごとに削減目標を提出・更新する仕組み
を取り入れた。

ヒートショック 23

温度の急変で体がダメージを受けること。冷凍倉庫で作業した後、急
に真夏の炎天下に出たときや、暖房の効いた部屋から寒い廊下に出た
ときなどに起こる。脈拍や血圧が上昇して、心筋梗塞や脳卒中を引き
起こす要因となりうる。

光害（ひかりがい）対策ガイドラ
イン

41
人工光の使用に伴い必要となる環境への配慮のあり方について、環境
省が定めたガイドライン

ヒシ 9

水生植物の一種のヒシは１年草で、春に湖底に沈んだ種から芽を出
し、夏にかけて湖面で葉を広げて繁茂し種子をつけて秋に枯れる。か
つての諏訪湖は、湖岸から沖に向け、ヨシ帯などの抽水植物→ヒシ帯
などの浮葉植物→エビモなどの沈水植物と、水生植物が移り変わって
いたが、現在は、その生態系のバランスが崩れ大量に繁茂するように
なっている。

微小粒子状物質（ＰＭ2.5) 10
大気中に浮遊している粒子状物質のうち粒径が2.5μm以下の粒子。浮
遊粒子状物質のうち特に粒径が小さいために肺の奥深くまで入りやす
いことから、その健康影響が懸念されている。

非特定汚染源 37
市街地、農地、森林のように面的な広がりを有するため、汚染物質が
排出される場所が特定できない汚染源のこと
⇒cf.　特定汚染源（用語解説P79）

ヒ
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フードバンク 15

食品メーカーの製造工程で発生する規格外品（包装の印字ミスなど食
品の品質には問題ないが、通常の販売が困難な食品）や家庭で消費し
きれない食品などを引き取り、生活困窮家庭や福祉施設等へ無償で提
供する団体・活動

不法投棄ホットライン 46
不法投棄等不適正処理の早期発見につなげるため、24時間体制で通報
を受け付ける県が設置しているフリーダイヤルの名称。
電話番号は「0120-530-386（ごみをみはろう）」

不法投棄情報ながの 46
不法投棄・野外焼却の発見件数等統計情報や産業廃棄物収集運搬車両
の指導状況などを市町村向けに電子メールで随時お知らせするほか、
県のホームページに掲載している情報提供の名称

フロン類 26

フッ素を含むハロゲン化炭化水素の総称。主にCFC（クロロフルオロ
カーボン）、HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）、HFC（ハイド
ロフルオロカーボン）の３種類に分類される。人工的に作られた蒸発
しやすい液体、あるいは気体状の化学物質である。毒性が低く、燃え
ない、油を溶かすなどの性質を持っているため、半導体など精密部品
の洗浄剤、エアコンの冷媒などに広く使われているが、オゾン層の破
壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかにされ、今日では
様々な条約・法律によって製造及び使用について大幅な制限がかけら
れている。

マ
マニフェスト（産業廃棄物管理
票）

11

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称・
数量・性状・運搬業者名・処分業者名などを記載・交付し、産業廃棄
物の流れを自ら把握・管理する帳票。産業廃棄物が処理されたことを
最後までチェックできる。

ム 無散水消雪施設 35
舗装道路や融雪の必要箇所に放熱管を埋設し、この管に地下水などの
熱媒体を循環させ、この放熱エネルギーで融雪する施設

モビリティ・マネジメント 23
一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい
方向（過度な自動車利用から公共交通等を適切に利用する等）に変化
することを促す、コミュニケーションを中心とした交通政策

森林（もり）の里親促進事業 19
森林保全活動を支援する企業などと、森林を所有する市町村・団体と
が契約を締結し、森林の整備や地域住民との交流などを行うもの。県
は、企業と地域との里親契約に向けた調整（仲介）を行う。

モ

フ
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有機塩素系化合物 36

塩素を含む有機化合物の総称。このうち、揮発性の高い有機塩素化合
物は、沸点が低い、燃えにくい、油をよく溶かすなどの特徴があるた
め、金属部品等の脱脂洗浄剤、ドライクリーニング溶剤等として広く
利用されている。発がん性物質とされるトリクロロエチレン等が水質
汚濁防止法の有害物質に指定されている。

友好協力を一層強化させる覚書 20

2015（平成27）年１月26日に本県と中国・河北省との間で冬季スポー
ツ分野、医学医療分野、環境汚染改善分野における協力を合意した覚
書。覚書に基づき、環境汚染改善分野においては環境保全研究所と河
北省環境モニタリングセンターとの間で人的交流を実施している。

優良産業廃棄物処理業者認定制度 45

産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として
国が定める基準に適合する事業者を、都道府県知事等が認定する制
度。排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整
備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を推進することを目的
としている。

ユニバーサルデザイン 30
障がい（ハンディキャップ）の有無、年齢や性別、国籍や民族などに
関わらず、誰もが等しく使いやすいように、安全で便利な都市や建
物、製品や道具を実現しようとする考え方

ユネスコスクール 17

ユネスコ憲章に示されたユネスコの理想を実現するため、①地球規模
の問題に対する国連システムの理解、②人権、民主主義の理解と促
進、③異文化理解、④環境教育、といったテーマについて、質の高い
教育を実践する学校。国では、ユネスコスクールをＥＳＤの推進拠点
として位置付けている。

リスクコミュニケーション 26
気候変動等の社会を取り巻くリスクに関し、地域住民、事業者、行政
などが正確な情報を共有し理解を深めること

林地開発許可 26
無秩序な開発によって森林の働きが損なわれることを防ぐため、森林
法（第10条の２第１項）に基づき、１haを超える森林を開発しようと
する時は、知事の許可が必要となる。

リ

ユ
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A ＡＢＭＯＲＩ 21
歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが、志賀高原で実施している「信州・志
賀高原から始まる市川海老蔵「いのちを守る森」づくり」（海老蔵の
もり＝ＡＢＭＯＲＩ）

B ＢＯＤ 9

Biochemical Oxygen Demandの略称。有機物による河川水などの汚濁の
程度を示すもので、水中に含まれる有機物質が一定時間、一定温度の
もとで微生物によって酸化分解されるときに消費される酸素の量をい
い、数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを示してい
る。生物化学的酸素要求量

ＣＯＰ21 6

気候変動枠組条約第21回締約国会議の略称。気候変動枠組条約とは地
球温暖化対策に関する取組を国際的に協調して行っていくため、1992
（平成４）年５月に採択され、1994（平成６）年３月に発効。本条約
は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準に
おいて、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な
目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地球温暖
化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課してい
る。

ＣＯＤ 9

Chemical Oxygen Demandの略称。有機物による湖沼などの汚濁の程度
を示すもので、水中の汚濁物質を酸化剤によって酸化するときに消費
される酸素の量をいう。数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大
きいことを示している。化学的酸素要求量

ＣＳＲ活動 19
Corporate Social Responsibilityの略称。企業を取り巻く社会や消費
者等に対して「企業の社会的責任」を果たすために行われる活動

ＥＳＧ投資 3
環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）を重
視して投資する手法

ＥＳＤ 17

Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教
育）の略称。地球規模の課題（平和、貧困、人権、環境等）を自らの
問題として捉え、一人ひとりが自分でできることを考え、実践してい
くこと（think globally, act locally）を身に付け、課題解決につな
がる価値観や行動を生み出し、持続可能な社会を創造していくことを
目指す学習や活動

ＥＳＣＯ 23

Energy Service Companyの略称。民間事業者が省エネルギー量を保証
した省エネルギー提案を行い、その保証した削減額を財源として、省
エネルギー改修工事の施工、維持・管理などの包括的なサービスを行
うこと

G ＧＡＰ（農業生産工程管理） 31

Good Agricultural Practiceの略称。食品安全、環境保全、労働安全
の視点から、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則し
て定められる点検項目に沿って、各工程の正確な実施、記録、点検及
び評価を行うことによる持続的な改善

N
NaIシンチレーション式サーベイ
メータ

41

空間放射線量の測定機器。放射線が原子や分子に当たるとそれらが励
起状態（エネルギーの高い状態）となり、その励起状態から基底状態
（エネルギーの低い状態）に戻るときに蛍光（シンチレーション）を
発し、この蛍光を電流に変換して測定する。サーベイメータの中では
検出感度が高いため、主に一般環境中での測定に適しているとされ
る。

E

C
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ＰＲＴＲ 41

Pollutant Release and Transfer Register（環境汚染物質排出・移動
登録）の略称。事業者が対象となる有害化学物質の種類ごとに工場・
事業場から環境中への排出量や廃棄物に含まれて場外へ移動する量を
自ら把握し、その結果を報告することを義務付け、行政機関はこれら
の報告結果を集計して公表する制度

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル） 45
安定性・耐熱性・絶縁性に優れ、変圧器や蛍光灯の安定器など様々な
用途に利用されていたが、発がん性などが問題となり、1972（昭和
47）年６月に生産が中止された。

R 「RE100%」イニシアティブ 6
事業運営を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企
業が加盟する新たな国際的先導組織

S ＳＤＧｓ 1

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。2015
（平成27）年９月に国連持続可能な開発サミットで採択された「持続
可能な開発のための2030アジェンダ」に盛り込まれた17のゴール（目
標）のこと。17のゴールとゴールごとに設定された169のターゲットか
ら構成される。

○17のゴール
SDGsの目標のことで、内容は次のとおり。長期的なビジョンに近い。
ゴール１（貧困）
ゴール２（飢餓）
ゴール３（健康な生活）
ゴール４（教育）
ゴール５（ジェンダー平等）
ゴール６（水）
ゴール７（エネルギー）
ゴール８（雇用）
ゴール９（インフラ）
ゴール10（不平等の是正）
ゴール11（安全な都市）
ゴール12（持続可能な生産・消費）
ゴール13（気候変動）
ゴール14（海洋）
ゴール15（生態系・森林）
ゴール16（法の支配等）
ゴール17（パートナーシップ）

○169のターゲット
SDGsの17のゴールごとに設定されている、ゴールよりも具体的な達成
目標のこと。合計で169のターゲットがある。

P
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