第４章

計画期間中の目標と実施施策

第４章では、第３章の「長野県の将来像」を実現するため、計画の基本目標と今後５年間に取
り組む主な施策を示します。

■基本目標

共に育み

未来につなぐ

（意味）
共に育み
未来につなぐ
信州の豊かな自然

…
…
…

確かな暮らし

…

信州の豊かな自然・確かな暮らし

第４章

多様な主体によるパートナーシップの構築
持続可能であること
長野県が誇る雄大な山々、清浄な水・空気、森林、農村景観、
多様な生態系など
経済・社会・環境の統合的向上により実現する暮らし（経済が持
続的に発展し、誰もが役割を持って活躍するとともに安心して
生活でき、豊かな自然環境が保たれていること）

（施策の推進に当たって）
ＳＤＧｓは、一つの行動によって複数の課題を統合的に解決する「マルチベネフィット」
かん

を目指しています。例えば、森林の整備は、生物多様性の確保や水源の涵養など「環境」の保
全にとどまらず、林業の振興やエネルギー分野の産業化など「経済」の発展、森林セラピー®※
による健康づくりや自然体験を通じた豊かな人間性の醸成など「社会」的課題の解決にもつ
ながります。また、食品ロスの削減は、廃棄物の発生抑制やごみ焼却時の温室効果ガスの削
減など「環境」への負荷を低減するとともに、廃棄物の処理コストの削減による収益の向上
など「経済」的な効果や、フードバンク※を通じた生活困窮者への支援など「社会」的効果も
生み出します。
施策の推進に当たっては、こうした点を強く意識し、県民・ＮＰＯ、事業者、金融機関、行
政機関などあらゆる主体のパートナーシップにより、本県の豊かな自然を守り育てるととも
に、経済・社会・環境の統合的向上により県民の確かな暮らしを実現し、次の世代に確実に
引き継いていきます。
［文中の（☆）は「マルチベネフィット」を目指す施策を示します。］
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■実施施策
大項目

中項目

小項目

環境保全意識の醸成と行動の促進
パートナーシップによる環境保全活動
の推進
持続可能な社会の構築

豊かな自然やライフスタイル等の発信
環境影響評価による環境保全の推進
環境保全研究所の機能強化
エネルギー需要の県民の手による
マネジメント

脱炭素社会の構築

再生可能エネルギーの利用と供給の
拡大
総合的な気候変動対策の推進

生物多様性・自然環境
の保全と利用

自然環境の保全と自然に親しむ機会の
充実
森林や農山村が持つ多面的な価値の
発揮

信州の魅力発信による移住・交流の促進
環境影響評価制度の適切な運用
公共事業における環境配慮の推進
環境保全に関する調査研究、情報発信の強化
調査研究等に必要な体制整備
省エネ型の家庭用機器や産業機器の普及促進
快適な省エネ住まいづくり・まちづくりの推進
エネルギーの特性に応じた適切な使用
再生可能エネルギー普及の地域主導の基盤整備
再生可能なエネルギーによる発電設備の拡大
再生可能な熱・燃料の拡大
地域と調和した再生可能エネルギー事業の促進
気候変動への緩和対策
気候変動への適応対策
生物多様性保全対策の総合的な推進
身近な野生動植物の保全対策
希少野生動植物の保全対策
外来種対策の推進
自然公園・自然環境保全地域等の適切な管理
自然公園の整備と利用促進
自然体験活動の推進
里山の保全と利用
持続可能な農林業の推進
水収支の把握
かん

かん

水源の涵養と適正な利活用

水環境の保全

安心安全な水の保全

親しみやすく生物を育む水辺環境の創出

大気環境等の保全

清浄な大気と良好な地域の生活環境の
確保

化学物質による環境汚染の防止と対策
廃棄物の３Ｒの推進
循環型社会の形成
廃棄物の適正処理の推進

16

－ 16 －

地下水の涵養
水源地域の保全
水資源の適正な利活用
水質監視
発生源対策
河川・湖沼の浄化対策
水に関する災害対策
親水性に優れた水辺づくり
水辺における生態系の保全
水辺の環境保全活動等の推進
大気環境の保全
アスベスト（石綿）対策
騒音・振動・悪臭の防止
光害対策等
放射能対策
ダイオキシン類対策
その他の化学物質対策
２Ｒを意識した３Ｒの推進
広域を単位とした地域循環圏の形成
適正処理の促進
不適正処理の防止

第４章

生物多様性の保全

環境教育・ＥＳＤの推進
啓発活動の推進
地域における協働の支援
各分野における協働の推進
海外との連携・協力

１

持続可能な社会の構築

【施策の方向性】
○ 環境保全に関する環境教育や啓発活動を推進し、環境に配慮する意識を高めるととも
に、実践的な行動を促進します。
○ 県民・ＮＰＯ、事業者、金融機関、行政機関などあらゆる主体のパートナーシップによ
り、環境保全活動を推進します。
○ 豊かな自然やライフスタイルなど本県の魅力を発信し、移住者や交流人口の拡大を図
ります。
○ 環境影響評価制度※の適切な運用により、環境保全を推進します。
○ 環境保全研究所の機能強化により、科学的知見から県の環境施策を推進します。

【達成目標】

第４章

指標名
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

都市農村交流人口

現

状

目

標

65.5％

75.0％

（2017年度）

（2022年度）

624,909人

690,000人

（2016年度）

（2022年度）

備考
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］

（１）環境保全意識の醸成と行動の促進
ア 環境教育・ＥＳＤ※の推進 ［推進主体：県、ＮＰＯ・関係機関、教育機関、事業者、国・市町村］
○ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進
 「信州ＥＳＤコンソーシアム※」などＥＳＤ推進団体やユネスコスクール※と連携し、
環境教育に加え、経済・社会の課題を学ぶＥＳＤを推進し、持続可能な社会を支え
る人材を育成します。
（☆）
○幼児期・学齢期における環境教育の推進
 豊かな自然環境を活用し、屋外を中心とした体験活動を積極的に行う県内の保育・
幼児教育施設等を県が独自の基準で認定する「信州やまほいく（信州型自然保育）
認定制度※」の運用により、幼児期の子どもの豊かな育ちを推進します。（☆）
 総合的な学習の時間や各教科などにおける環境教育を実施するとともに、課外学習
において、地域の環境特性を十分に踏まえた形で子どもたちの環境に対する興味や
関心を伸ばす教育を推進します。
 幼児から高校生などが自主的な環境活動に取り組む「こどもエコクラブ※」活動や、
小学生や中学生が家庭での省エネやごみ減量等に取り組む「キッズＩＳＯプログラ
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ム※」など、実践的な環境教育を推進します。
学校林の整備を進め、身近に森林がある本県の特性を活かした自然教育・野外教育
を推進します。
自然に親しみ、自然から学ぶ登山やキャンプ等の体験学習を通じ、仲間と支え合い、
たくましく生きる力を育みます。（☆）
異年齢の小中学生を対象に、少年自然の家において野外体験活動や野生動植物との
ふれあいなどをプログラムとする自然体験キャンプを実施し、子どもたちの自主性、
社会性などの「生きる力」や豊かな人間性を育みます。
（☆）
教員に対する研修を実施し、環境問題に対する知見や指導力の向上を図ります。

イ

啓発活動の推進 ［推進主体：県、ＮＰＯ・関係機関、国・市町村］
 県民や事業者の環境保全意識を高めるため、
「信州環境フェア」や県内各地域の環境
イベント、環境に関する各種啓発月間・行事などを通じ、啓発活動を展開します。
 若い世代の環境保全への関心を未来の行動につなげるため、啓発活動を重点的に実
施します。
 環境保全活動に積極的に取り組む個人・団体を表彰するとともに、その活動内容や
各地域の先進的な取組を様々な広報媒体を活用して発信します。

（２）パートナーシップによる環境保全活動の推進
ア

地域における協働の支援 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、国・市町村］
 県内の環境保全団体や経済団体等で構成する「信州豊かな環境づくり県民会議」と
連携し、環境に配慮した暮らしの定着に向けた県民運動を推進するとともに、環境
保全活動に必要な情報等を提供し、地域における協働を支援します。
 「地域発 元気づくり支援金」により、地域が自主的、主体的に取り組む環境保全活
動等を通した地域の元気を生み出す事業を支援し、地域の活性化を図ります。
 「長野県森林づくり県民税※」により、地域住民等が主体的に参画する里山整備を
進めるとともに、薪をはじめとする里山資源の利活用、森林を活用した教育活動な
ど多様な地域活動を推進します。
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第４章

○地域における環境教育、体験機会の場の創出・支援
 地域における環境教育や体験機会の拡大を図り、実践的な行動につなげるため、県
内の環境教育に関する情報を一元化して発信し、県民が参加しやすい環境を整備す
るとともに、環境教育の機会を提供する団体等の活動を支援します。
 里山、河川、都市公園など身近にある自然を利用した学習会や自然観察会等を開催
し、自然の役割や魅力、そこに生息する生物への理解を深め、自然を大切にする意
識を育てます。
 豊かな自然を活かした自然教育・野外教育を推進するための教育プログラムの開発
や、これを実践できる人材の育成を支援します。
 県内のごみ減量等に関する情報を集約した専用サイトである「信州ごみげんねっと」
に掲載されている食品ロス削減等に係る教材を活用した環境教育を推進します。

イ 各分野における協働の推進 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、金融機関、国・市町村］
(ｱ) 脱炭素社会の構築
 夏季・冬季のキャンペーン「信州省エネ大作戦」などを通じて、省エネ手法に係る
情報を広く提供します。
 再生可能エネルギー普及に向けた地域主導の基盤を整えるため、産学官民で構成す
る「自然エネルギー信州ネット※」と連携し、再生可能エネルギーの情報を広く県民
で共有します。
 産業界や金融機関、大学、行政機関などが連携し、省エネルギーや再生可能エネル
ギーなどの環境エネルギー分野のビジネス創出や気候変動の適応対策における技
術・製品・サービスの創出を促進します。
（☆）

第４章

(ｲ) 生物多様性・自然環境の保全と利用
 「生物多様性保全パートナーシップ協定※」を県内外の企業等と締結し、多様な主
体との協働による保全の取組を推進します。
 民間企業からの寄附金や企業版ふるさと納税※等を活用し、登山道の整備等を推進
するとともに、豊かな自然環境の保全に取り組みます。
 企業によるＣＳＲ活動※としての森林整備への協力、山村と都市との交流、都市と
山村の二地域居住など、多様な主体が様々な形で森林や山村に関わり、地域の活性
化に貢献するような仕組みづくり・人づくりを推進します。
（☆）
 農地や農業用水路等の地域資源や農村環境を保全し、着実に次代に継承するため、
地域ぐるみの共同活動として行う保全管理活動を支援します。
(ｳ) 水環境の保全
 「森林（もり）の里親促進事業※」により、都市部の自治体や企業等と地域を結び付
け、森林の活用と交流を通じた地域活性化のための里親契約の締結を促進します。
（☆）
 水辺空間が果たす役割について県民の理解を深めるとともに、水辺空間を快適に利
用できるよう河川愛護団体等、地域住民、施設管理者、行政機関が一体となって、
維持管理活動や景観保全活動に取り組みます。
 農業用水路やため池などが有する多面的機能や歴史的価値などの魅力について、県
民等の理解を深めながら、施設管理者や農業者、地域住民等が一体となった維持管
理活動や景観保全活動を支援します。
(ｴ) 大気環境等の保全
 県内に移流する大気汚染物質の削減に向けて、関東地域各都県との広域的な連携に
よる微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の発生源寄与の解明を進めます。
(ｵ) 循環型社会の形成
 「残さず食べよう！３０・１０運動※」の一層の推進を図るとともに、10月30日を
「食品ロス削減の日※」として全県に普及し、食べ残しを減らす取組を行っている
協力店の増加と併せて、２年連続で達成した「ごみ減量日本一」の継続を目指しま
す。
 環境に優しいライフスタイルへの転換を啓発するため、マイバッグ等の持参につい
て事業者及び関係団体と連携し県民に呼び掛けます。
 県民・ＮＰＯ、事業者、市町村など多様な主体による美化清掃活動、ごみの持ち帰
り運動及び空き缶等散乱防止啓発運動の輪を「きれいな信州環境美化運動」として
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広げ、県全体をきれいにする運動を展開します。
 10の広域圏ごとに、市町村・関係団体などで構成する「不法投棄防止対策協議会」
により、普及活動やパトロールを行います。
 事業者や関係団体と締結する「不法投棄の情報提供に関する協定」に基づき、協定
を締結した事業者等が業務中に発見した不法投棄情報を収集します。
ウ 海外との連携・協力 ［推進主体：県］
 本県と中国・河北省との間で締結した「友好協力を一層強化させる覚書※」に基づ
き、環境汚染改善等の分野での協力を積極的に推進します。
 エネルギー自立地域の確立に向け、課題や解決方法を共有するため、先進地である
ドイツの自治体と交流を推進します。

（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
ア

環境影響評価制度の適切な運用 ［推進主体：県、県民、事業者、市町村］
 環境影響評価制度に基づき、学識経験者や地域住民等から広く意見を聴取するとと
もに、それらを踏まえた知事の意見を事業者に提出することにより、大規模開発事
業に係る環境影響の回避、低減を図ります。

イ

公共事業における環境配慮の推進 ［推進主体：県、県民、事業者、市町村］
 県が実施する公共事業のうち、環境影響評価制度の対象とならない事業について、
県独自の「公共事業等環境配慮制度※」により、事業計画を事前に公表して、住民等
の意見に聴取し、公共事業における環境配慮を推進します。

（５）環境保全研究所の機能強化
ア

環境保全に関する調査研究、情報発信の強化 ［推進主体：県、関係機関、国］
 科学的知見に基づいた環境施策を推進するため、今日的な行政課題に対応する研究
課題に取り組むとともに、大学や国の研究機関等との共同研究を推進します。
 諏訪湖における調査研究体制の強化を図るため、
「諏訪湖環境研究センター（仮称）」
の設置を検討し、生態系の保全や水辺整備、水質保全等の施策を推進します。
 ホームページやイベント等の様々な機会を通じ研究成果等を発信するとともに、県
民の環境保全に対する理解を促進するため、環境教育の場を提供します。

イ

調査研究等に必要な体制整備 ［推進主体：県］
 調査研究機能や災害時における体制を強化するため、環境保全研究所庁舎のあり
方等を検討します。
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第４章

ア 信州の魅力発信による移住・交流の促進 ［推進主体：県、事業者、市町村］
 豊かな自然や美しい景観、自然を活かした教育や里山の恵み豊かな暮らしなど本県
ならではのライフスタイル、食料やエネルギーの「地消地産」など地域で資源が循
環する持続可能な経済・社会システムなどを全国に向け発信し、移住・交流人口の
増加を図ります。（☆）

【コラム

生物多様性保全パートナーシップ協定について】

長野県の豊かな自然環境は、わたしたち県民の貴重な
財産となっています。しかし、約10年ぶりに改訂した
県版レッドリストでは絶滅危惧種が259種も増加する
など、本県に棲む「生きもの」の生息環境が厳しい状況
にある実態が明らかとなりました。
現在、県内では様々な市民団体が自然環境の保全活動
を続けていますが、個々の取組では活動資金やマンパワ
ーの面などで限界もあり、今後、積極的な活動を展開す
るには、企業や県民の皆さんの力添えが必要となってい
ます。
このため、長野県では、市民団体と企業や学校などが協働して保全活動を行う「人と生きものパ
ートナーシップ推進事業」を2015年度（平成27年度）から開始し、社会全体で保全活動を支え
合う仕組みを全国に先駆けて構築しました。2016年度（平成28年度）までに、社会貢献活動な
どを目的とした企業や大学などと、資金やマンパワーの提供を軸とした「生物多様性保全パートナ
ーシップ協定」を12件締結し、様々な主体との協働による生物多様性保全の取組を進めています。

第４章

【コラム

ユネスコスクール（長野県中野西高等学校）の取組について】

県内では、小・中・高校を合わせて計11校がユネスコス
クールに加盟しています（2017年（平成29年）10月現
在）。このうち、中野西高等学校は、2015年度（平成27年
度）に県内の高校で初めてユネスコスクールに認定されま
した。
同校では、ＥＳＤ推進のため、
「ＥＳＤプロジェクトチー
ム」
（2017年度（平成29年度）から「ユネスコ委員会」に
ABMORI 活動の様子 植樹リーダーとして活躍
改組）を立ち上げ、
「異文化理解」、
「環境教育」
、
「地域との
連携」の３つのチームを構成し、企画運営や立案などに取
り組んでいます。具体的には、志賀高原「ABMORI※」植樹
活動・モニタリング活動や中野市西条地区ホタル川の清掃・
草刈り等、志賀高原や地域をフィールドとした自然環境保
全活動をはじめ、アジア地域を中心とした国際交流などを
行っています。
また、１月中の一週間、ユネスコスクールに関係する活 「ユネスコセミナー」 地域の方との対話の様子
動を集中的に行う「ユネスコウィーク」を設け、生徒による異文化放送や、国際理解・平和人権教
育・環境教育等に係わる９講座を開講する「ユネスコセミナー」等を実施しています。さらに、生
徒組織「ＥＳＤクラブ」がこれらの取組の要として活動するなど、地域との連携を図り、課題に立
ち向かい、地域人として一生涯幸せに生きることのできる生徒の育成に向け、取り組んでいます。

21

－ 21 －

２

脱炭素社会の構築

【施策の方向性】
○ 家庭、事業活動、交通など各分野のエネルギー需要の抑制と効率的な使用を促進する
とともに、環境負荷の低いまちづくりを進めます。
○ 省エネルギーと地域主導型の再生可能エネルギーの導入を促進し、
「再生可能エネルギ
ー100％地域」の実現を目指します。
○ 気候変動リスクの認識を県民が広く共有するとともに、廃棄物の排出抑制や森林整備
等を含め、気候変動への緩和策や適応策を総合的に推進します。

【達成目標】
指標名

県内の最終エネルギー
消費量

再生可能エネルギー
自給率

状

目

標

15,930千トン－CO₂

13,738千トン－CO₂

（2014年度）

（2019年度）

18.2万TJ

17.0万TJ

（2015年度）

（2020年度）

8.0％

12.9％

（2015年度）

（2020年度）

備考
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］
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］

（１）エネルギー需要の県民の手によるマネジメント
ア 省エネ型の家庭用機器や産業機器の普及促進
［推進主体：県、県民・関係機関、事業者、金融機関、市町村］

○家庭のエネルギー消費の効率化・抑制
 家電など家庭で使われる機器の購入や買替えの機会を捉え、高効率機器への選択・
転換を促進するとともに、家庭における省エネの取組を直接支援するため、エネル
ギー供給事業者と連携して省エネアドバイスと簡易診断を実施します。
 夏季・冬季のキャンペーン「信州省エネ大作戦」などを通じて、省エネ手法に係る
情報を広く提供します。
○事業活動のエネルギー消費の効率化・抑制
 温室効果ガスの排出量が一定規模以上の大規模事業者については、「事業活動温暖
化対策計画書制度※」などにより省エネルギーの取組を促進します。
 一定規模以下の中小規模事業者の省エネの取組を促進するため、エネルギーマネジ
22
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第４章

県内の温室効果ガス
総排出量

現

メントの相談窓口を設置し、省エネ状況を比較できる指標の作成や専門家による簡
易診断の実施等について、削減効果が期待できる業種を中心に取り組みます。併せ
て、エネルギー管理の手法でもある「エコアクション21※」などの環境マネジメント
システムの導入促進を図ります。
イ

快適な省エネ住まいづくり・まちづくりの推進
［推進主体：県、県民・関係機関、事業者、金融機関、市町村］

第４章

○環境エネルギーに配慮した建築物の普及
 建築物を新築・購入する際、建築物のエネルギー性能を客観的に「見える化」し、
建築物の省エネ性能や再生可能エネルギーの導入可能性に配慮することを促進し
ます。
 ヒートショック※の防止や快適な暮らしなど、健康・福祉面での利点も多い建築物
の断熱性能の向上を図るため、省エネ改修の動機となるモデル事例を創出するとと
もに、環境エネルギー性能の簡易診断の仕組みやリフォーム助成制度の活用などに
より、所有者による省エネ改修を促します。
（☆）
 「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※に着実に対応するため、
「長野県住まいづくり推進協議会」等と連携
し、建築事業者の技術力の向上を図ります。
 資源の地消地産と地域の産業循環を図るため、地域材を用いた良質な木造住宅の供
給促進や、それを担う設計者や技能者の育成等、生産体制の整備を図ります。
 県有施設の照明のＬＥＤ化を推進するとともに、老朽化の著しい施設やエネルギー
多消費施設にＥＳＣＯ※を積極的に活用するほか、建築物の断熱化や省エネ機器の
採用など、公共施設のエネルギー消費量の削減を図ります。
 県企業局の電気事業で得られた利益の一部を活用して、県が率先して行う先導的な
省エネルギーに係る取組を支援します。
○環境エネルギーに配慮した交通まちづくりの推進
 自動車から環境負荷の低い交通手段への転換や、物流の効率化について、事業活動
温暖化対策計画書制度により事業者の自主的な取組を促進します。
 自家用車に過度に依存しないまちづくりを実現するため、立地適正化計画などの都
市計画と連携を図りながら、自動車利用の制限、交通弱者の移動手段ともなる公共
交通の利便性の向上、自転車の利用環境の整備等によりモデル地域を創出し、県内
各地で取組が進むよう支援します。
（☆）
 公共交通の維持・活性化のための地域協議会などの活動を支援するとともに、モビ
リティ・マネジメント※による公共交通の利用促進に取り組みます。
 地域間をつなぐ道路の整備や渋滞対策等の推進により自動車交通を円滑化し、温室
効果ガスの排出抑制に取り組みます。
ウ

エネルギーの特性に応じた適切な使用 ［推進主体：県、県民・関係機関、事業者、国・市町村］
○エネルギー需給情報の把握
 エネルギーの需給情報を把握し、環境エネルギー政策や県民の取組の基礎とするた
めに、
「エネルギー供給温暖化対策計画書※」により、エネルギー供給事業者による
温暖化対策計画の策定と県内への供給実績の報告・公表を促します。
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○エネルギーのピークシフト・チェンジ※の推進
 エネルギーの需要が高まる夏季及び冬季を中心に、需要の時間帯が過度に集中しな
いよう、エネルギーを利用する行動の時間帯をずらす（シフト）ことを促すととも
に、エネルギー効率の良い機器への買換えや、熱は熱で賄うなど電気以外のエネル
ギー源の活用（チェンジ）を進めるなど、家庭や事業者の需要を分散、抑制する行
動を促進します。

（２）再生可能エネルギーの利用と供給の拡大
ア 再生可能エネルギー普及の地域主導の基盤整備
［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、金融機関、市町村］

○再生可能エネルギーの情報を共有する体制の整備
 再生可能エネルギー普及に向けた地域主導の基盤を整えるため、産学官民で構成す
る「自然エネルギー信州ネット」と連携し、再生可能エネルギーの情報を広く県民
で共有します。

○再生可能エネルギー事業の経験の促進によるリスクの軽減
 「１村１自然エネルギープロジェクト」の登録や人材バンクシステムの活用を通じ、
経験の蓄積が進んでいる地域はもとより、経験がほとんどない地域に対しても、情
報提供、人材育成、専門家派遣など地域のニーズに合った支援を行います。また、
「自然エネルギー協議会」の場を活用し、国に対する規制改革の提案等を行うこと
により、再生可能エネルギー事業のリスクを軽減します。
○環境エネルギー分野の産業化の促進
 省エネ性能の高い建築物に使用する断熱部材や再生可能エネルギー事業の普及に
資する発電システム、地域への再生可能エネルギーによる電気の供給など、県内事
業者による環境エネルギー分野での技術やノウハウの製品化・サービス化の取組を
促進します。
（☆）
 県内事業者による環境エネルギー分野の産業化に向けた取組を、産官学民連携によ
る研究会により支援します。（☆）
 「長野県ものづくり産業振興戦略プラン※」（2018年（平成30年）策定）に基づき、
今後、成長が期待される「環境・エネルギー」分野の企業の研究開発促進や、県内
への誘致活動を展開します。（☆）
イ

再生可能なエネルギーによる発電設備の拡大
［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、金融機関、市町村］

○再生可能エネルギー発電設備の設置拡大
(ｱ) 太陽光発電
 太陽光発電の普及に向けて、建築物の屋根での太陽光発電のポテンシャルを公表し
て、電気自動車との組合せなど多分野と連携することで、所有者や屋根借り事業者
24
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○再生可能エネルギー事業の知見を生み、改良し、普及する仕組みづくり
 地域主導型の再生可能エネルギーの普及拡大※のため、地域の資金・技術・知見を活
用した売電や熱供給などのビジネスモデルの創出を支援します。
 県工科短期大学校等において、環境・エネルギー分野に関する先端技術の知識と実
践的技能・技術を持った人材育成に取り組みます。

(ｲ)


(ｳ)


(ｴ)



(ｵ)


第４章

による発電を促進するほか、県有施設の屋根を活用した発電事業を率先して進めま
す。
小水力発電
事業化の初期段階における地域主導型事業者の取組を、部局連携の「小水力発電キ
ャラバン隊」等により支援するほか、既存の農業水利施設や上水道施設などを活用
した事業を促進します。
バイオマス発電（木質）
地域の森林資源量に応じた施設配置に配慮しつつ、燃料となる県産材の適正かつ持
続的な利活用に貢献するものとして、民間事業者が主体的に取り組む発電事業を促
進します。
バイオマス発電（非木質）
下水道汚泥から発生する消化ガス（メタンガス）による発電や燃料としての利用な
ど、汚水処理の際に発生する余剰ガスのエネルギー利用を促進するとともに、その
成果を共有し、市町村が運営する下水処理施設への普及を促進します。
市町村等が運営するごみ焼却施設の新設・更新などの機会を捉えた廃棄物発電の導
入を促進します。
地熱発電・風力発電
自然環境保全や地域経済活動との両立に配慮しつつ、地熱発電や風力発電の適地で
の普及を推進します。

○水力発電事業の推進
 県企業局において、既存発電所の出力増強や新規発電所の建設を進めるとともに、
新たな発電所建設の可能性について検討を進めます。
ウ

再生可能な熱・燃料の拡大 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、市町村］
○グリーン熱供給設備の増加
 建築物の新築時に再生可能エネルギーの導入を検討するよう義務付ける「自然エネ
ルギー導入検討制度」などを活用し、地域の資源や特性を活かした需要サイドにお
ける熱利用（太陽熱、バイオマス熱、地中熱、温泉熱、雪氷熱※）の推進を図ります。
 グリーン熱※の供給を進めるため、リースの仕組みの活用など初期投資の軽減によ
るビジネスモデルの創出を支援します。
 地域の下水道管路が持つ賦存熱量を調査し、管路周辺施設で冷暖房や給湯等への下
水熱の適正な利用を進め、熱エネルギーの有効利用を促進します。
○次世代自動車の普及や非化石燃料への利用転換の促進
 電気自動車や低燃費車など、化石燃料に直接的な依存をしない、あるいは、依存の
度合が低い次世代自動車の普及を促進するため、「長野県次世代自動車充電インフ
ラ整備ビジョン※」に基づき、次世代自動車の普及に資する環境の整備を進めると
ともに、環境と観光振興との両立を図るなど事業者や関係団体と情報を共有し、地
域の活性化に資する効果的な方策を検討・推進します。
（☆）
 廃食油等から生産されるバイオディーゼル燃料などのバイオ燃料※について、 関係
法令等の規制等に配慮して適正な利活用を推進します。また、県企業局事業におけ
る電気と水を活用した水素エネルギーの利活用のあり方の研究を推進します。
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エ

地域と調和した再生可能エネルギー事業の促進 ［推進主体：県、県民、事業者、市町村］
 環境影響評価制度の運用や林地開発許可※、景観育成基準※による審査などにより、
環境、防災、景観等に配慮した再生可能エネルギー事業を促進します。
 地域との合意形成の手法等を紹介した「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※（以下「市町村対応マニュアル」という。
）」を活用し、市町村との
連携を図りながら、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの導入を促進します。
 市町村対応マニュアルの「事業者向け抜すい」を再生可能エネルギー発電事業者等
に周知し、再生可能エネルギーの導入に係る環境等への配慮や地域との合意形成を
促進します。

（３）総合的な気候変動対策の推進
ア

○木材利用の拡大や森林整備による二酸化炭素の吸収・固定化の促進
 二酸化炭素吸収源としての機能が十分に発揮されるよう、計画的な間伐等を行いま
す。
 住宅や公共建築物等を中心に、土木用材や家具などの様々な用途での県産材の利用
拡大を推進します。
○都市の緑化による二酸化炭素の吸収の促進
 2019年に開催予定の「第36回全国都市緑化信州フェア」を契機として、都市緑化の
機運の醸成と緑豊かな都市環境の創出を通じて、都市の緑化を推進します。
イ

気候変動への適応対策 ［推進主体：県、県民・関係機関、事業者、国・市町村］
○気候変動の影響把握と予測
 県内の気象情報を保有する国や県等の50機関で構成する「信州・気候変動モニタリ
ングネットワーク※」において、網羅的に気象観測データを収集・統合するととも
に、他の研究機関等とも連携を図りながら、気候変動とその影響に関する分析と情
報提供を行います。
○影響予測に基づいた適応策の推進
 気候変動に適応する製品・技術・サービス・政策の創出を促すため、行政、企業、
研究機関等の49機関で設立した「信州・気候変動適応プラットフォーム※」におい
て、気候変動の影響予測・評価や適応策に関する多様なニーズ・シーズを共有し、
適応策の検討及び社会実装を分野横断的に推進するとともに、県民・企業とのリス
クコミュニケーション※の活性化を図ります。
（☆）
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気候変動への緩和対策 ［推進主体：県、県民・関係機関、事業者、国・市町村］
○廃棄物の発生抑制やフロン類※等の大気中への漏出防止
 ３Ｒ（スリーアール）の推進による焼却量の抑制、燃やさざるを得ない廃棄物の焼
却処分における熱回収・発電を推進します。
 事業者が使用するフロン類等の管理を一層促進するとともに、特別な漏出防止等の
取組を行う意欲的な事業者との「協定制度」などにより、漏出防止を推進します。
 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」、
「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」
、
「特定家庭用機
器再商品化法（家電リサイクル法）
」の適正執行により、フロン類等の適正な管理を
推進します。

【コラム 「長野県環境エネルギー戦略」によるＳＤＧｓの達成について】

第４章

長野県が2013年（平成25年）に策定した「長野県環境エネルギー戦略（以下「戦略」という。）
」
は、経済は成長しつつ、温室効果ガス総排出量とエネルギー消費量の削減が進む「持続可能で低炭
素な環境エネルギー地域社会をつくる」ことを基本目標としています。
これは、地球温暖化対策とエネルギー自立地域などの環境エネルギー政策を統合して推進するこ
とで、環境の保全と経済の成長に加え、持続可能なライフスタイルを築き、県民の快適な暮らしと
充実した社会生活の実現といった分野を越えた目標を達成しようとするものであり、ＳＤＧｓ（持
続可能な開発目標）が目指す「マルチベネフィット」
（一つの行動によって複数の課題を統合的に解
決）の考え方と共通しています。
例えば、
「環境エネルギーに配慮された建築物の普及」は化石燃料の消費量を減らし、
「地球温暖
化の防止」につながるだけでなく、断熱性能が高く、夏に涼しく冬暖かい建築物では灯油やガスな
どの使用量が減るため、それまで支払っていた光熱費が手元に残り、地域から流出するお金を減ら
すことができます。また、こうした建築物を県産材を活用し、地域の工務店等が施工すれば、その
費用が地域で循環し、地域経済の活性化につながることが期待されます。
また、こうした建築物の普及は「ヒートショック」と呼ばれる住宅内で起きる健康問題への対策
にもつながると言われています。
「ヒートショック」とは、住宅内の急激な温度差による体への影響のことで、東京都健康長寿医
療センター研究所の報告によると、
「ヒートショック」に関連して入浴中に急死したと推定される全
国の死亡者数は17,000人（2011年）に及ぶとされ、交通事故の死亡者数3,904人（2016年）
のおよそ４倍に当たります。
この報告によると、県内での入浴中の心肺停止者数は全国で14番目に高く、本県の高齢化率を踏
まえると、本県はヒートショックが起こりやすい地域といえ、建物内の温度環境は県民の健康に直
結する問題であると考えられます。このため、本県で断熱性能の高い住宅を普及させることは、県
民の健康の改善につながるものともいえます。
このように環境エネルギーに配慮した建築物の普及をはじめ、戦略に位置付けられる多くの施策
が、ＳＤＧｓにおける環境・経済・社会の複合的な諸課題の解決につながっています。
なお、「長野県環境エネルギー戦略」は、優れた地球温暖化防止活動に取り組む団体を表彰する
「低炭素杯2016」において、目標を実現するための体系・制度・施策が具体的であることなどが
評価され、「ベスト長期目標賞（自治体部門）」大賞に選ばれています。
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【コラム

地域再生可能エネルギー国際会議2017について】

【コラム

下水熱の利用について】

（

下水道管を流れる下水の水温は、大気に比
下水水温と気温の比較（イメージ）
べ年間を通して安定しており、冬は暖かく、
35
夏は冷たいという特質があり、この温度差の
下水の水温の方が
低いため、冷房等に利⽤
30
熱エネルギーを「下水熱」といいます。
25
「下水熱」を、冷暖房や給湯等に活用する 温
下水水温
20
ことにより、省エネやＣＯ２削減効果が発揮 度
下水の水温の方が
15
（℃）
高いため、
されます。国土交通省の試算では、全国で約 ℃
10
暖房、消融雪等に利⽤
80万世帯の熱利用量に相当するポテンシャ
5
気温
ルを有するとされています。
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
国土交通省では、これまで活用が不十分で
春
夏
秋
冬
あった下水熱利用の促進を図るため、2015
年（平成27年）に下水道法を改正し、民間事業者が下水道管路内へ熱交換器等の工作物を設置で
きるよう規制を緩和しました。
これを受け、長野県では全国に先駆けて、流域下水道管路の下水熱を民間事業者が利用できるよ
う2017年（平成29年）６月に「流域下水道下水熱利用手続要領」を定め、この要領に基づいた
取組の第１号として、諏訪赤十字病院では2018年度（平成30年度）から冷暖房等に必要な熱エ
ネルギーの一部として、諏訪湖流域下水道の幹線の下水熱利用を開始します。
また、小諸市では、2017年（平成29年）12月から全国初の公共下水道管の下水熱を民間事業
者が利用する取組がスタートしています。
エネルギーを大量に消費している事業者にとっては、エネルギーコストを大幅に削減できる可
能性があります。
）
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再生可能エネルギーの普及拡大を目指す地方自
治体の課題解決のため、先進国であるドイツなど国
内外の自治体関係者や再生可能エネルギー関係企
業などが再生可能エネルギーと省エネルギーの最
新の状況や今後の展望について意見交換を行う「地
域再生可能エネルギー国際会議2017」を、アジア
で初めて、9月7～8日に長野市の信州大学工学部
で開催しました。
会議には国内外から延べ765人が参加し、基調講演、テーマ別の６つの分科会、先進自治体によ
る事例紹介、国内外11の首長による首長サミット等を開催し、地域主導による省エネの推進や再生
可能エネルギーの普及拡大のため、市民出資、地域エネルギー会社の設立や地域と調和した再生可
能エネルギーの推進、屋根置き太陽光発電の発展の余地などについて活発な意見交換が行われまし
た。会議の最後には、再生可能エネルギー100％地域を目指して新たな取組と連携の行動を開始す
る「長野宣言」を採択しました。
県内では、おひさま進歩エネルギー（飯田市）
、上田市民エネルギー（上田市）など地域の担い手
による市民・地域共同発電所が増加し、地域主導型の再生可能エネルギー事業が創出され始めてお
りますが、今後は、会議の成果を「自然エネルギー信州ネット」、県内の事業者、ＮＰＯ、市町村等
と共有して、長野県の再生可能エネルギー事業の更なる発展につなげていくことが重要です。

３

生物多様性・自然環境の保全と利用

【施策の方向性】
○ 希少野生動植物の保全、外来種の駆除などを通じ、生物多様性の保全に取り組みます。
○ 自然環境の保全を図るとともに、保全とのバランスを考慮した利用を進め、豊かな自
然に親しむ機会の充実を図ります。
○ 地域の状況に応じた里山の保全や農林業の振興を図り、森林や農山村の持つ多面的な
機能※を維持します。

【達成目標】
指標名

第４章

保護回復事業計画の策定
及び評価検証数

自然公園利用者数

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

民有林の間伐面積

現

状

目

標

18種

29種

（2016年度）

（2022年度）

3,607万人

3,743万人

（2016年）

（2021年）

40,827ha

49,800ha

（2016年度）

（2022年度）

13,634ha

60,800ha

（2016年度）

（2022年度）

備考
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］
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］
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］
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］

（１）生物多様性の保全
ア 生物多様性保全対策の総合的な推進
［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、国・市町村］






※

「生物多様性ながの県戦略 」に基づき、生物多様性の現状把握と改善に取り組み
ます。
生物多様性の状況について、環境保全研究所を中心に大学や民間研究機関等とも連
携し、その保全において重要な地域を抽出するなど、科学的な調査・分析を推進し
ます。
生物多様性の保全のため、
「生物多様性保全パートナーシップ協定」を県内外の企業
等と締結し、多様な主体との協働による保全を推進します。
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身近な野生動植物の保全対策 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、国・市町村］
 希少野生動植物保護監視員※や自然保護レンジャー※と連携し、身近な生物の生息状
況や生息環境について情報収集を行うとともに、危機が及ぶ恐れがある場合には、
早急な対策に取り組みます。

ウ

希少野生動植物の保全対策 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、国・市町村］
 希少野生動植物の保護の必要性・重要性について、広く事業者や県民などの理解を
深めるため、各種イベントや広報手段を活用し、普及啓発を推進します。
 「長野県希少野生動植物保護条例」に基づき、種の指定や保護回復事業計画の策定
により、希少野生動植物の保護を図ります。また、計画策定後、概ね５年を目途に
計画を評価・検証し、希少野生動植物の確実な保護を推進します。
 希少野生動植物保護監視員などと連携し、生息・生育地の重点的な監視を行い、希
少な野生動植物の保護を推進します。

エ

外来種対策の推進 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、国・市町村］
 特に生態系に与える影響の大きい外来種を中心に現状を把握し、駆除方針の策定や
新たな駆除技術の開発等の対策を推進します。
 外来種による生態系のかく乱を防ぐため、
「外来生物被害予防三原則※」の普及啓発
に努めるとともに、駆除活動を呼び掛けます。

（２）自然環境の保全と自然に親しむ機会の充実
ア

自然公園・自然環境保全地域※等の適切な管理 ［推進主体：県、市町村］
 中央アルプス県立公園の国定公園化や御岳県立公園の噴火災害からの復興など各
自然公園の方向性を地域と共有し、協働して自然公園の管理運営を進めるとともに、
自然環境の保全が必要な地域として指定されている「自然環境保全地域」や「郷土
環境保全地域※」について、地域に応じた保全活動を推進します。
 自然公園等の保全に当たり、自然保護レンジャーの協力の下、巡視活動や利用者へ
の協力の呼び掛けを行います。

イ 自然公園の整備と利用促進 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、国・市町村］
○登山道・トイレ・道標等の整備
 美しい豊かな自然環境や風致景観を保全するとともに、保全とのバランスを考慮し
た適正かつ質の高い利用整備を進めます。
 「山岳の環境保全及び適正利用の方針※」に基づき、山域ごとの行政・山小屋関係者
等による連絡調整会議において取組や課題等を共有して、地域の実情に応じ整備が
必要な箇所を中心に登山道の整備を進めます。
 山岳環境の保全のため、環境配慮型トイレ※の導入を進めます。
 自然公園の利用増進のため、ユニバーサルデザイン※の視点を取り入れ、高齢者等
でも利用しやすい登山道の整備、外国人に対応するための多言語表記の道標の整備
を進めます。
（☆）
 民間企業からの寄附金や企業版ふるさと納税等を活用し、登山道の整備等を推進す
るとともに、豊かな自然環境の保全に取り組みます。
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イ

○自然保護センターの機能強化
 自然公園の利用指導や情報提供を中心に行ってきた自然保護センター等について、
「ネイチャーセンター※」としての機能を高め、エコツーリズム※や自然保護活動の
拠点として、誰もが気軽に自然を学び楽しめる環境を整備するとともに、研究活動
の場の提供や地域活動の支援を推進します。
（☆）
ウ

第４章

自然体験活動の推進
［推進主体：県、ＮＰＯ・関係機関、教育機関、事業者、国・市町村］
 里山、河川、都市公園など身近にある自然を利用した学習会や自然観察会等を開催
し、自然の役割や魅力、そこに生息する生物への理解を深め、自然を大切にする意
識を育てます。
 豊かな自然環境を活用し、屋外を中心とした体験活動を積極的に行う県内の保育・
幼児教育施設等を県が独自の基準で認定する「信州やまほいく（信州型自然保育）
認定制度」の運用により、幼児期の子どもの豊かな育ちを推進します。
（☆）
※
 県内の森林セラピー基地 等の取組を支援するとともに、森林セラピー®をヘルスツ
ーリズムの中核に位置付け、「健康」と「観光」の融合に取り組みます。
（☆）
 里山や河川敷など地域の身近な自然を活かしたウォーキング・コースや健康イベン
トの紹介等を通じ、地域での体を動かす取組、健康づくりの取組を支援します。
（☆）
 異年齢の小中学生を対象に、少年自然の家において野外体験活動や野生動植物との
ふれあいなどをプログラムとする自然体験キャンプを実施し、子どもたちの自主性、
社会性などの「生きる力」や豊かな人間性を育みます。
（☆）
 県内の豊かな自然環境を活かした「登山」
、
「トレッキング」、
「キャンプ」等のアウ
トドア観光の推進に取り組みます。また、本県を訪れる登山者が登山を安全に楽し
めるよう、遭難の未然防止を含めた安全登山の取組を進めます。
（☆）

（３）森林や農山村が持つ多面的な価値の発揮
ア

里山の保全と利用 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、国・市町村］
 「県立自然公園」や「自然環境保全地域」などの指定等の取組を通じて、地域に応
じた保全活動を推進するとともに、里山や生物多様性の保全など自然環境の保全に
資する地域指定のあり方を検討します。
 地域住民等が主体的に参画する里山整備を進めるとともに、薪をはじめとする里山
資源の利活用、森林を活用した教育活動など多様な地域活動を推進します。
 企業によるＣＳＲ活動としての森林整備への協力、山村と都市との交流、都市と山
村の二地域居住など、多様な主体が様々な形で森林や山村に関わり、地域の活性化
に貢献するような仕組みづくり・人づくりを推進します。
（☆）
 森林空間を利用した新たな交流、産業活動の基点整備を推進します。
（☆）
 田園において、棚田やため池などの地域固有の景観の成り立ちを踏まえ、それらを
継承した整備や維持管理により景観を保全します。
 棚田や農業用水路等が有する美しい景観などの魅力を観光資源として活かし、地域
の活性化を進めます。
（☆）

イ

持続可能な農林業の推進 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、国・市町村］
○農業・農村の振興
 農産物の安全確保や環境に配慮した持続的な農業につながるＧＡＰ（農業生産工程
管理）※の取組を推進するとともに、地球温暖化防止や生物多様性の保全に貢献す
る技術の普及等により環境保全に効果の高い営農活動を支援します。
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農地や農業用水路等の地域資源や農村環境を保全し、着実に次代に継承するため、
地域ぐるみの共同活動として行う保全管理活動を支援します。

○林業の振興


かん

水源涵養、二酸化炭素（CO₂）の吸収・固定、生物多様性の保全など、公益的機能を
高度に発揮できる森林とするため、間伐などの森林整備を推進します。また、傾斜・
地形・路網の状況などを勘案し、できる限り間伐材を搬出する「搬出間伐」を推進







し、資源の有効活用を図ります。
森林の多面的な機能を維持し、将来にわたる森林整備が継続できるよう林業に対す
る労働力の確保を進めるとともに、総合的な視野で地域の森林づくりや林業をけん
引する人材を育成します。
独立した第三者機関が一定の基準等に基づき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又は経営組織などを審査・認証する「森林認証※」を取得する
団体等の取組を支援します。
県内の豊かな森林資源を活かし、木造住宅や公共建築物等への県産材利用を進め、
土木用材・家具・木質バイオマス等の様々な用途への利活用を図ります。また、品
質や性能の高い県産材製品を安定的に供給するための生産及び加工流通体制の整
備等を促進します。
（☆）
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○野生鳥獣による被害防止
 野生鳥獣の生息数の増加や生息地域の拡大に伴う、農林業への被害や自然環境への
影響を軽減するため、鳥獣の生息域と集落とを区分する緩衝帯の整備、防護柵の設
置や忌避剤※の塗布など地域の実態に応じた被害防除対策に取り組みます。
 地域の農林業や自然環境に大きな脅威となっているニホンジカなどの野生鳥獣に
ついて、広域的な捕獲を推進し、適正な個体数の管理を図ります。
 減少している狩猟者の育成・確保を図るため、市町村や猟友会等と協力して、新規
狩猟者確保のための取組を支援します。
 捕獲された野生鳥獣の有効活用を図るため、食肉処理施設の充実への支援を行うと
ともに、安全でおいしい信州ジビエ※の供給体制の確保と需要の創出を図ります。
（☆）

【コラム

信州やまほいく（信州型自然保育）について】

「信州やまほいく（信州型自然保育）」とは、長野県の
豊かな自然環境や豊富な地域資源（地域の伝統文化・食
文化・地場産業等）を活用した様々な体験活動を積極的
に取り入れる保育・幼児教育のことをいいます。
長野県では、2015年度（平成27年度）に全国に先駆
けて「信州やまほいく（信州型自然保育）認定制度」を
創設し、独自に定めた基準により自然保育を行う保育園・
幼稚園・認可外保育施設等を認定し、支援する制度を推
進しています。
2017年度（平成29年度）末の認定園数は152園（県内の保育・幼児教育施設の約２割）
。この
うち、自然保育に重点的に取り組む「特化型認定園」が10園、他のプログラムと合せて自然保育
にも積極的に取り組む「普及型認定園」が142園となっています。
自然体験や生活体験が豊富な子どもほど、自己肯定感や創造力、社会性などの「非認知的能力」
が高まる傾向にあるという研究もあり、生物多様性や自然教育、環境教育の観点からも森や自然を
活用した保育・幼児教育が全国的に注目を集めています。
長野県で育つ子どもが五感豊かにしあわせな毎日を過ごせるよう、
「子どもを真ん中に」を合言
葉に市町村や現場の保育者、保護者、地域住民の皆さんとの更なる連携促進を図っていきます。
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【コラム

森林セラピー®について】

緑の中にいると、さわやかな気持ちになったり心
が落ち着いたりすることを、誰もが経験的に知って
います。この「森林浴」の効果について科学的に解
明し、森林に代表される地域の自然を心と身体の健
康づくりに役立てていこうという取組が「森林セラ
ピー®」です。
癒し効果などが認められた森は「森林セラピー基
地」「森林セラピーロード」として認定され、長野
県では全国最多の10か所が認定されています。
そのうちの一つ信濃町では、野尻湖畔や黒姫高原
にある豊かな森林を活用した森林セラピー基地を
「癒しの森®」として、年間を通した癒しの提供と
して滝や湖が眺望できる変化にとんだ10コースの
整備を行うとともに、町認定の「森林メディカルト
レーナー®」が10のコースを回りながら、森の癒し
効果の説明や健康増進法のレクチャーを行ってい
ます。
また、町認定の「癒しの森の宿」では、アロマ体
験や地元産の食事の提供を行ったりするなど心と
体に優しい時間を提供してくれます。
県内には、信濃町以外にも
様々な特徴をもつ森林セラピー
基地などがありますので、皆さ
んもお近くの森林で癒されてみ
てはいかがでしょうか。

左の写真は「信濃町癒しの森」 トレーナーによる森案内の様子

「全国一の森林セラピー県ながの」
http://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/ringyo/seibi/therapy/index.html
「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。
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水環境の保全

【施策の方向性】
かん

○ 水源の涵養機能※を高め、水資源の保全を推進するとともに、適正な利活用との調和を
図り、健全な水循環の構築を進めます。
○ 良好な河川・地下水の水質を保全し、湖沼の水質の改善を進めるとともに、自然災害に
対する防災・減災対策に取り組み、安心安全な水環境の保全を進めます。
○ 親しみやすい水辺環境の整備や生態系保全の取組を進めるとともに、人々の水への関
心をより一層高めます。
【達成目標】
指標名

現

湖沼環境基準達成率

汚水処理人口普及率

民有林の間伐面積

目

標

98.6％

98.6％

（2016年度）

（2022年度）

38.5％

53.3％

（2016年度）

（2022年度）

97.6％

99.0％

（2016年度）

（2022年度）

13,634ha

60,800ha

（2016年度）

（2022年度）

備考
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］
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］
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］
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］

か ん

（１）水源の涵養と適正な利活用
ア

水収支の把握


［推進主体：県、市町村］

市町村ごとの水収支解析や課題等を整理した水資源実態調査及び市町村が実施し
ている地下水位調査等に基づき、市町村と連携し、流域内の水循環が保たれるよう、
かん

水源の保全・涵養、生活用水、農業用水、工業用水等を適正に利活用する取組を進
めます。
かん

イ 地下水の涵養
◯森林


［推進主体：県、県民、関係機関、事業者、国・市町村］

かん

水源涵養機能などの森林の公益的機能※を発揮させるため、「長野県森林づくり指
針」に基づき、間伐を中心とした森林整備を進めるとともに、計画的に伐採、再造
林を行い、多様な林齢・樹種からなる森林づくりを進めます。
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河川環境基準達成率

状




公的な管理や整備が必要な森林は、その機能に応じた保安林の指定を進め、適切な
整備・管理を推進します。
「森林（もり）の里親促進事業」により、都市部の自治体や企業等と地域を結び付
け、森林の活用と交流を通じた地域活性化のための里親契約の締結を促進します。
（☆）

◯農村部
 農業水利施設などの農業生産基盤の整備を計画的に進めるとともに、農業者や施設
管理者、地域住民が一体となった保全管理活動を支援し、将来にわたる維持管理体
制の構築に取り組みます。


かん

地下水涵養などの農業・農村が持つ多面的機能を適切に維持・発揮させるため、日
本型直接支払制度※等を活用した農地の保全と有効利用を推進します。

第４章

◯都市部
 河川整備に当たっては、周辺の地下水位に影響を及ぼさないよう配慮します。
 雨水貯留タンクや雨水浸透ます等地下浸透設備の設置について、一般家庭、事業場
及び公共施設への普及を推進します。
 地下水を利用する「無散水消雪施設※」について、計画的な更新を図っていくととも
に、更新時は地下水還元の機能を保持し地下水を保全します。
ウ

水源地域の保全 ［推進主体：県、県民、市町村］
 「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」に基づく水資源保全地域の指定と同地
域における土地取引の事前届出制により、水資源の保全に取り組みます。
 「長野県水環境保全条例」に基づき、水道の水源を保全するため、特に必要な区域
を水道水源保全地区として指定し、良好な水質の保全に取り組みます。
 水源地域の公的管理を推進するとともに、保全が必要な水源林については森林整備
及び保全を推進します。
 水源地や湧水・井戸の見学会等により地域の水資源と水の大切さに対する理解を深
めるとともに、下流域住民による上流域地域での水源保全活動及び交流等により、
都市部の水瓶ともなっている本県の水資源保全の取組を進めます。

エ

水資源の適正な利活用 ［推進主体：県、事業者、国・市町村］
 河川の水量は、農業、発電、水道などの利水のほか、水質、水生生物、景観などに
影響を及ぼさないよう、渇水時に確保すべき流量を維持します。
 大雨や短時間強雨時の河川流量の増大による防災・減災対策を進めるほか、少雨等
による河川流量の減少時の適切な水の利活用など、河川流量の変動に応じた取組を
進めます。
 許可水利権※について、更新時に適正な取水量であるか確認します。また、慣行水利
権※について、許可水利権への切替えを指導し、取水量の把握に努めます。
 発電ガイドライン該当発電所に係る発電取水については、許可水利権者に、流水の
正常な機能が維持される流量の放流が行われるよう引き続き要請します。
 「長野県水道ビジョン※」に基づき、水道水源保全対策の強化や水質管理水準の向
上等により、安心安全な水道水の供給に取り組みます。
 食料品製造業をはじめとして事業活動に地下水の利用を望む企業に対し、市町村や
商工支援機関等と連携しながら地下水量の情報を提供するとともに、地下水の過剰
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採取による周辺環境への影響に配慮しながら、地域ごとの特性・地域資源を活かし
た企業立地を促進します。
（☆）

（２）安心安全な水の保全
水質監視 ［推進主体：県、関係機関、事業者、国・市町村］
 主要な河川及び湖沼について、毎年度、「水質汚濁防止法」に基づき水質測定計画
を定め、国及び「水質汚濁防止法」の政令市である長野市及び松本市並びに独立行
政法人水資源機構とともに水質常時監視を実施します。
 ゴルフ場、廃棄物最終処分場が設置されている流域の河川において、施設の立地や
農薬の使用状況等を考慮し、農薬、金属化合物、有機塩素系化合物※等について水質
測定を実施します。
 水質測定計画に基づき、地下水の概況調査及び継続監視調査を実施します。
 水質汚濁事故発生時には、関係する水道事業者へ連絡するとともに、消防･市町村等
関係機関と連携して被害拡大を防止します。また、一般家庭等に対して、市町村・
消防署の関係機関と連携し、油類や農薬等の漏えい防止の啓発を行います。
 毒物劇物を取り扱う事業場に対し、毒物劇物の管理体制の徹底を指導し、水質汚濁
事故の未然防止に取り組みます。

イ

発生源対策 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、国・市町村］
◯特定汚染源※
(ｱ) 生活排水対策
 下水道、農業集落排水施設及び浄化槽の生活排水対策を推進し、汚水処理人口普及
率の向上と下水道接続促進による快適な生活環境の向上を図ります。また、適切な
維持管理と計画的な更新や長寿命化対策により施設を適正に運営するとともに、統
廃合による生活排水処理の効率化を促進します。
 普及啓発と法定検査実施体制の整備により、浄化槽の適正な維持管理を推進すると
ともに、単独処理浄化槽※から合併処理浄化槽※への整備を促進します。
(ｲ) 事業場排水対策
 「水質汚濁防止法」及び「公害の防止に関する条例」に基づき、特定事業場に対し、
適正な排水処理施設の設置及び維持管理の徹底により、排水基準を遵守するよう監
視指導を行います。特定施設が新たに設置される場合には、法令、条例に基づき、
届出や排水の適正な処理を指導します。
 工場・事業場における地下水汚染を未然に防止するため、「水質汚濁防止法」の有
害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を有する特定事業場に対して立入検
査を実施し、構造基準の遵守や定期点検の実施等を指導します。
(ｳ) その他の汚染源対策
 地下水の概況調査において、汚染を発見したときは、井戸所有者に飲用指導を行う
ほか、周辺地区調査を実施し、地域住民への周知、汚染原因の究明調査を行います。
汚染原因が特定されたときは、原因者に汚染拡散防止措置の実施等必要な指導を行
います。
 国の内水面養殖管理指針に基づき水産試験場が適正な給餌管理等について、養殖事
業者を指導します。
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ア

 家畜排せつ物及び臭気対策等支援チームによる巡回指導を継続し、家畜排せつ物の
適正な処理を推進するとともに、たい肥などバイオマスの利活用を図ります。
◯非特定汚染源※
 降雨等に伴う土壌侵食や崩壊による汚濁負荷流出※を防止するため、間伐等の森林
整備を進めるとともに、計画的に伐採、再造林を行います。
 農業生産活動による水資源や環境への負荷を極力軽減するため、たい肥などの有機
質資材を活用した土づくり、土壌診断結果に基づく適正施肥、化学肥料・化学合成
農薬の低減を行う環境にやさしい農業を推進します。
 道路及び側溝等の清掃活動等により汚濁負荷を削減します。
河川・湖沼の浄化対策 ［推進主体：県、県民、関係機関、市町村］
 植生水路の設置による栄養塩類※の除去等により、河川環境への負荷を軽減します。
また、ヨシや水草等の水生植物及び周辺環境の維持管理について、地元住民の協力
を得るなど、地域との協働を図ります。
 環境基準を達成していない湖沼について、汚濁原因の調査等を進めるとともに、県、
関係市町村、地域住民が連携し、湖沼の特性に応じた水質保全対策を推進します。
 諏訪湖については、湖沼水質保全計画をはじめとする関連計画を一体的にまとめた
「諏訪湖創生ビジョン※」（2017年度（平成29年度）策定）に基づき、生態系の保全
や水辺整備等と併せて水質保全対策を推進するとともに、調査・研究体制を強化す
るため、「諏訪湖環境研究センター（仮称）」の設置を検討します。
 野尻湖については、湖沼水質保全計画に基づき、地域住民や関係機関とともに水質
の浄化及び湖沼の自然環境の保全に取り組みます。

エ

水に関する災害対策 ［推進主体：県、事業者、国・市町村］
 防災事業を計画的に実施することにより、水害等の自然災害に対する防災・減災対
策を推進します。
 「長野県水道ビジョン」に基づき、水道施設の耐震化の推進及び危機管理体制の強
化により、持続的な水道水の供給体制を確保する取組を進めます。
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ウ

（３）親しみやすく生物を育む水辺環境の創出
ア

親水性に優れた水辺づくり ［推進主体：県、県民、関係機関、事業者、国・市町村］
 河川が本来有している生物環境及び多様な河川景観を保全・創出するとともに、地
域の暮らしや歴史・文化との調和に配慮した河川改修事業を実施し、より親しみや
すい水辺整備を推進します。
 砂防事業については、現地発生材料を利用した工法の採用や「長野県建設部公共事
業環境配慮指針」に基づき、原則としてコンクリート打ちのままの護岸は採用しな
い等環境への影響を低減する取組を進めます。
 「諏訪湖創生ビジョン」に基づき、地域住民、関係機関と連携し、諏訪湖の水質保
全や生態系保全、観光振興の取組を進めるとともに、自然環境に配慮した水辺整備、
サイクリングロードの整備等を行います。
（☆）

イ

水辺における生態系の保全 ［推進主体：県、関係機関、事業者、国］
 河川等の整備に当たっては、上下流の河床の連続性の確保を図り、地域の生態系を
保全します。
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 農業用水路やため池などの整備に当たっては、
「長野県農業農村整備環境対策指針」
等に基づき、自然石や木材等の活用により、農村景観や生態系の保全などの周辺環
境との調和に配慮します。
 アレチウリ等について、駆除指導者研修会を開催し、外来種対策を推進します。
 水産資源の持続的な利用を図るため、「長野県漁業振興計画」に基づき、水産資源
に関する調査・研究や外来魚・カワウ等魚食性鳥類による食害防止対策等を実施し
ます。
ウ
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水辺の環境保全活動等の推進 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、国・市町村］
 水辺空間が果たす役割について県民の理解を深めるとともに、水辺空間を快適に利
用できるよう河川愛護団体等、地域住民、施設管理者、行政機関が一体となって、
維持管理活動や景観保全活動に取り組みます。
 農業用水路やため池などが有する多面的機能や歴史的価値などの魅力について、県
民等の理解を深めながら、施設管理者や農業者、地域住民等が一体となった維持管
理活動や景観保全活動を支援します。
 水の日、水の週間、河川愛護月間等の啓発運動月間（週間、旬間）の機会を重点に、
各種イベントや広報活動を通じて水環境保全に対する意識を高め、美化活動を推進
します。
 環境省選定「名水百選」※及び県選定「信州の名水・秘水」※をはじめ、地域の誇り
として住民に守られてきた湧水等について、情報発信を行い、県民等の水環境保全
の意識を高めます。また、水に関わる伝統行事や地域の水文化を保存し、継承して
いくため、保存に対する取組を支援します。

【コラム

諏訪湖創生ビジョンについて】

第４章

県内最大の湖である諏訪湖は、長野県の文化観光資源として重要な役割を果たすとともに、
諏訪地方の歴史文化を育み、人々の生活や地域の産業を支えてきました。
しかし、昭和30年代の後半には、社会・経済活動の発展や人口の増加に伴い、諏訪湖への産
業・生活排水の流入量が増加し、水質汚濁の進行や富栄養化によるアオコの異常発生など様々
な環境上の支障が生じてきました。
長野県では、1987年（昭和62年）以降６期30年にわたり諏訪湖に係る湖沼水質保全計画
を策定し、下水道の整備、工場・事業場の排水規制、農地からの汚濁負荷量の削減などの施策
を関係機関と連携して取り組んできた結果、近年は全りん ※が環境基準値を下回る年も見られ
るとともに、諏訪湖の湖心における透明度が向上するなど、泳ぐことができる程度まで水質は
改善してきています。しかし、CODや全窒素※は環境基準を達成しておらず、また、十数年前
からヒシの大量繁茂が見られ、近年は、貧酸素水域の拡大による底生生物への影響や2016年
（平成28年）７月にはワカサギ等の大量死が発生するなど生態系に関する課題も生じていま
す。また、漁獲量は昭和40年代後半のピーク時に比べ約20分の１に減少しています。
諏訪湖に対する住民の意識に関しては、水質が改善されるにつれて諏訪湖の水環境への関心が
下がってきているとの声も聞かれます。また、諏訪湖の湖畔は「諏訪湖水辺整備マスタープラン」
等により整備され、スポーツや健康づくりの場としての利活用も進んできていますが、諏訪地域
の観光地利用者数も減少傾向にある中、更なる利活用の促進や諏訪湖を活かした観光振興の推進
も求められています。
こうした課題等の解決に当たっては、これまでも関係機関と住民等が連携・協働して取り組
んできましたが、諏訪湖を取り巻く状況が変化してきている中、諏訪湖に関する個々の課題を
個別に解決するのではなく、水質・生態系保全など“諏訪湖の水環境保全”と、多くの人々が
諏訪湖を訪れることのできる環境整備など“諏訪湖を活かしたまちづくり”とを一体的に取り
組んでいく必要があると考え、2018年（平成30年）３月に「諏訪湖創生ビジョン」を策定し
ました。
このビジョンでは、諏訪湖の20年後の目指す姿として「人と生き物が共存し、誰もが訪れた
くなる諏訪湖」を掲げ、その実現に向け、今後５年間の取組として、
「水質保全」、
「生態系保全」、
「湖辺面活用・まちづくり」、「調査研究・学びの推進」を柱に取り組んでいくこととしていま
す。
今後、この「諏訪湖創生ビジョン」により、県、市町村、地域住民、企業等が協働し、地域
が一体となって諏訪湖を創生するための取組を進めていきます。

（2018年度 ‒ 2022年度）
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５

大気環境等の保全

【施策の方向性】
○ 大気環境の常時監視により汚染状況を正確に把握するとともに、発生源に対する監視・
指導により、清浄な大気環境の維持を図ります。また、騒音・振動・悪臭を防止するた
め、騒音などの実態把握を進め、良好な生活環境を保全します。
○ ダイオキシン類などの有害化学物質の状況について、調査・監視により状況を把握し、
環境汚染や県民の健康への影響を防止します。

【達成目標】
指標名
大気環境基準達成率
（光化学オキシダントを除く）

有害大気汚染物質・ダイオキ
シン類環境基準等達成率

状

目

標

100％

100％

（2016年度）

（2022年度）

94.2％

94.5％

（2016年度）

（2022年度）

100％

100％

（2016年度）

（2022年度）

備考
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］

（１）清浄な大気と良好な地域の生活環境の確保
ア

大気環境の保全 ［推進主体：県、市町村］
○大気環境の常時監視
 市街地や交通量の多い道路周辺などにおいて、
「大気汚染防止法」に基づく大気汚染
物質等の常時監視を行い、測定結果を迅速に公表します。
 光化学オキシダント等による大気汚染が判明した際には、注意報の発令や発生源に
対する排出抑制など迅速に対応します。
 ばい煙※発生施設や一般粉じん※発生施設など、大気汚染物質の発生源に対する立入
検査を実施し、状況に応じて改善措置等の指導を行います。
 県内に移流する大気汚染物質の削減に向けて、関東地域各都県との広域的な連携に
よる微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の発生源寄与の解明や、中国・河北省との環境改善
のための技術連携を進めます。
 地域間をつなぐ道路の整備や渋滞対策等の推進により自動車交通を円滑化すると
ともに、稼働率の高い商用車への次世代自動車の普及を促進するなど走行時の環境
負荷が低い交通手段への転換を効果的に促進し、大気汚染物質の発生抑制に取り組
みます。

40

－ 40 －

第４章

昼間の光化学オキシダント
環境基準値達成率（時間）

現

イ

アスベスト（石綿）対策 ［推進主体：県、市町村］
 一般環境及び道路周辺での大気中アスベスト濃度を観測し、アスベストの飛散実態
を把握します。
 今後増加が見込まれるアスベスト使用建築物の解体工事等、特定粉じん排出等作業※
を行う事業者への立入検査により作業基準の遵守等の指導を行い、飛散防止の徹底
を図ります。また、必要に応じて事業場周辺の環境モニタリング調査を行い、適正
処理の徹底と安全の確保を図ります。

ウ

騒音・振動・悪臭の防止 ［推進主体：県、市町村］
 騒音・振動・悪臭に関して市町村などの実情に応じて環境基準の類型指定※や規制
地域の指定を行い、生活環境の保全を図ります。
 騒音・振動・悪臭の環境保全対策について、市町村職員を対象とした講習会を開催
するなど市町村への技術的支援を行います。
 道路交通騒音や新幹線など鉄道騒音の調査・測定を行い、状況把握に努め、必要に
応じて施設管理者へ改善を求めます。

エ

光害対策等

ひ かりが い

第４章






［推進主体：県、県民、事業者、市町村］

良好な星空の観測環境を保全するため、
「光害対策ガイドライン※」に基づく照明環
境の形成を推進します。
多くの県民が本県の星空の美しさと清浄な大気環境を再認識できるよう、2017年
（平成29年）10月に環境省から発表された新たな星空観察手法※による県内各地の
観測データの蓄積を図ります。
星空観察など信州の美しい星空を活かした県内の取組を支援し、旅行商品造成の促
進に取り組むとともに、県内各地の星空観光の魅力を全国に向けて発信します。
（☆）

オ 放射能対策 ［推進主体：県、国・市町村］
 県内７か所（長野市、松本市、飯田市、諏訪市、大町市、飯山市、軽井沢町）に設
置したモニタリングポストにより空間放射線量の常時監視を行うとともに、モニタ
リングポストが設置されていない地域（上田市、伊那市、佐久市、中野市、木曽町）
では、簡易測定器（NaIシンチレーション式サーベイメータ※）により、定期的な測
定を実施します。
 県民の安心安全の確保のため、水道水、県内産の農林畜産物、下水道施設の汚泥焼
却灰等について、定期的に放射能測定を実施します。

（２）化学物質による環境汚染の防止と対策
ア

ダイオキシン類対策 ［推進主体：県、市町村］
 大気・水質・土壌環境中のダイオキシン類濃度の調査を実施し、汚染状況を把握し
ます。
 廃棄物焼却施設など発生源に対する監視を行い、排出基準の遵守を指導します。

イ

その他の化学物質対策 ［推進主体：県、市町村］
 ＰＲＴＲ※の円滑な運用により、化学物質の環境への排出量を把握し、その結果を
公表するとともに、事業者の自主的な管理を促進します。
 未規制化学物質の環境中における残留調査を行い、環境汚染の実態を把握します。
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【コラム

星空を活かした取組について】

＜長野県は宇宙県＞
宇宙を間近に感じることができる長野県は、全国に冠たる
天体観測の適地であり、国立天文台野辺山宇宙電波観測所
をはじめ、東京大学木曽観測所や臼田宇宙空間観測所など
優れた観測施設を有しています。
2016年（平成28年）11月には、県内の天文研究施設
や愛好団体によって、「長野県は宇宙県」を合言葉に、地
域づくり、観光振興、人材育成を通じて天体観測や環境
保全を推進するためのネットワークが形成され、松本宣言を採択し、その魅力を発信する取組
を行っています。

＜スタービレッジ阿智誘客促進協議会（下伊那郡阿智村）＞
環境省が行っていた「全国星空継続観察事業」の一般
参加団体による写真撮影結果において、2006年（平成
18年）に夜空の明るさが星の観測に適していた場所（夏
期観察）第１位となった結果をもとに、スタービレッジ
阿智誘客促進協議会では「星」をキーワードに、地域が
一丸となってナイトツアーの企画や特別講演会、観察会
を行っています。
また、さまざまなメディアにも取り上げられ、阿智村は「星の村」として集客や認知が広が
り、誘客実績は年々増加しているほか、星空を通じて広域的な交流が活発になっています。
さらに、星空が魅力的な地域資源であること、美しい星空が見える環境を後世に受け継ごう
という意識などの地域愛が生まれ、住民の環境保全意識の浸透につながっているほか、星空ツ
アースタッフとしての雇用促進や定住促進にもつながり、郷土の環境を活かした地域おこしに
成功しています。
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憲章（松本宣言2016.11.23）
長野県がもつ「宇宙に近い」というすばらしい資産を多くの人たちと共有し、その魅
力を広く伝えていくことにより、長野県の地域振興、人材育成、観光、天体観測環境維
持に寄与することを目的とする。また、参加する団体・個人は、この目的のために、お
互いの特徴を認めつつ、協力をし活動する。

６

循環型社会の形成

【施策の方向性】
○ 県民総参加による２Ｒ（リデュース、リユース）を意識した取組を促進し、廃棄物の発
生抑制を徹底します。また、地域内での循環資源の利活用を進める「地域循環圏」の形
成に取り組みます。
○ 廃棄物の排出事業者や処理業者、廃棄物の不法投棄や違法な野外焼却などの不適正処
理に対する監視指導を強化し、廃棄物の適正処理を推進します。

【達成目標】
指標名

第４章

一般廃棄物
総排出量

産業廃棄物
総排出量

一般廃棄物
リサイクル率

現

状

目

標

654千トン

588千トン

（１人１日当たりのごみ排出量 836グラム）
（2015年度実績）

（１人１日当たりのごみ排出量 795グラム）
（2020年度）

4,341千トン

4,358千トン

（2013年度推計）

（2020年度）

23.0％

24.3％

（2015年度実績）

（2020年度）

備考
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］
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］
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］

（１）廃棄物の３Ｒの推進
ア

２Ｒを意識した３Ｒの推進 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、市町村］
○一般廃棄物の発生抑制の推進
 「残さず食べよう！３０・１０運動」の一層の推進を図るとともに、10月30日を「食
品ロス削減の日」として全県に普及し、食べ残しを減らす取組を行っている協力店
の増加と併せて、２年連続で達成した「ごみ減量日本一」の継続を目指します。
 「信州ごみげんねっと」を通じ、市町村の分別収集、小売店での資源物回収の情報
提供、商習慣における「１／３ルール※」の是正に取り組む事業者の紹介など、ごみ
減量に資する取組などを発信します。
 環境に優しいライフスタイルへの転換を啓発するため、マイバッグ等の持参につい
て事業者及び関係団体と連携し県民に呼び掛けます。
 市町村が一般廃棄物を処理する際に手数料を徴収する「有料化」について、未導入
の市町村（2016年（平成28年）３月末現在17市町村)に対し、優良事例の情報提供や
技術的な支援を行い、有料化による廃棄物の発生抑制を推進するとともに、事業系
一般廃棄物の手数料金額の適正化を促します。
43

－ 43 －




市町村担当職員を対象とした一般廃棄物処理に係るセミナー等の開催を通じ、学識
経験者、県内外の市町村、各種団体の取組を紹介し、３Ｒの推進を支援します。
家庭で不用な食品や規格外等の食品をフードバンク等へ円滑に提供する仕組みづ
くりを進め、食品ロスを削減するとともに、生活困窮者等への支援を図ります。
（☆）

○産業廃棄物の発生抑制の推進
 多量排出事業者※及び準多量排出事業者※に提出を義務付けている「産業廃棄物処理
計画書」及び「実施状況報告書」を基に、年度ごとの排出量の推移や業種別の傾向
などを分析し情報提供を行います。
 廃棄物のリサイクル・減量化など環境技術に関する研修会の開催等により排出事業
者や処理業者を支援します。
 排出事業者又は処理業者との「産業廃棄物３Ｒ実践協定※」を推進し、事業者は協定
に基づき産業廃棄物の３Ｒと適正処理を一層進めるとともに、県はその取組を公表
し、普及・拡大を図ります。
〇再使用の推進
 不用食器や子どもが使う学用品等のリユースの取組を普及・拡大するため、民間団
体の活動等について市町村等に情報提供を行います。
（☆）

イ 広域を単位とした地域循環圏の形成 ［推進主体：県、県民・ＮＰＯ・関係機関、事業者、市町村］
 地域の廃棄物処理の実情や廃棄物の種類に応じ、多様な主体が広域的に連携して適
正な規模で資源として循環させる仕組みである「地域循環圏」を構築することによ
り、廃棄物処理施設等の集約化をはじめとする効率的なごみ処理事業の展開を進め、
廃棄物処理費用等の社会コストの削減を図ります。
 地域内の間伐材等の木質バイオマスや生ごみ等食品廃棄物・家畜ふん尿・木くず等
の廃棄物系バイオマスを広域的に利活用することにより、資源の効率的な循環利用
等を進めます。
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第４章

〇再生利用の推進
 家庭などから排出される特定家庭用機器４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯
機）、貴金属やレアメタルを含む小型家電製品の適切なリサイクルの促進を図るた
め、関係リサイクル法の周知を行います。
 プラスチック製品による環境汚染を防止するため、家庭等からの容器包装廃棄物の
排出抑制と容器包装リサイクル法による分別収集を推進します。
 資源ごみの回収について、市町村における効率的な回収方法を検討するとともに、
スーパー等での店頭回収など多様な回収ルートの確保を図ります。
 事業系ごみの削減・資源化を図るため、団体等の回収やインターネットを活用した
情報提供など、効率的な古紙回収の仕組みづくりを市町村とともに検討します。
 食品廃棄物を再生利用（飼料化、たい肥化）し、エコフィード※やたい肥を使って生
産した農畜産物を流通・販売する食品リサイクルループの構築に取り組みます。
 県内で発生した循環資源を利用し、県内事業所で製造加工する「信州リサイクル製
品」の認定を広げ、公共事業における利用拡大を図ります。
 生活排水を処理する際に発生する汚泥焼却灰から肥料の原料となるリンの回収や
処理水の農業利用など、汚泥及び汚水の資源としての利活用を推進します。

（２）廃棄物の適正処理の推進
ア

適正処理の促進 ［推進主体：県、関係機関、事業者、市町村］
○適正処理に向けた指導・啓発等
 多量排出事業者及び準多量排出事業者に提出が義務付けられている「産業廃棄物処
理計画書」及び「実施状況報告書」を基に、排出事業者の適正な廃棄物処理につい
て指導を行います。
 廃棄物のリサイクル・減量化など環境技術に関する研修会の開催や「産業廃棄物３
Ｒ実践協定」を推進し、産業廃棄物の３Ｒと適正処理を一層進めます。
 産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、講習会・研修会・立入検査などを通
じ、制度の周知を図るとともに、事務の効率化につながる電子マニフェスト※の普
及を推進します。
 優良産業廃棄物処理業者認定制度※について、各種研修会等を通じ、制度の周知を
図るとともに、認定事業者の情報についてホームページ等で発信します。

第４章

○生活環境等への影響が大きい廃棄物の適正処理
(ｱ) 有害物質を含む廃棄物
 ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）※廃棄物について、
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理
計画」に沿って処理期限までに適正に処理されるよう、保管中又は現在使用中の事
業者に対する指導を行うとともに、ＰＣＢ廃棄物の保管や処理に関する情報提供を
行います。
 廃石綿や石綿含有廃棄物について、法律や国のマニュアル等を遵守して適正に処理
されるよう、立入検査などにより排出事業者や処理業者への指導を徹底します。
 水銀廃棄物について、
「水銀に関する水俣条約」の採択に伴い改正された廃棄物処理
法に基づき、排出事業者や処理業者に対し、処理基準の遵守を指導するとともに、
市町村による水銀使用製品に係る分別回収を推進するため、市町村に対する情報提
供を行います。
(ｲ) 災害廃棄物
 災害時に発生する廃棄物について、迅速かつ適正な処理を確保し、生活環境の保全
及び公衆衛生上の支障を防止するため、廃棄物の種類に応じた処分方法、最終処分
量削減のための分別、資源化等を含めて策定した災害廃棄物処理計画に基づく体制
整備を進めるととともに、市町村における計画策定に向けて技術的助言を行います。
○県民参加による美化活動の推進
 県民・ＮＰＯ、事業者、市町村など多様な主体による美化清掃活動、ごみの持ち帰
り運動及び空き缶等散乱防止啓発運動の輪を「きれいな信州環境美化運動」として
広げ、県全体をきれいにする運動を展開します。
 「きれいな信州環境美化運動」を推進し、観光地のイメージアップを図ります。
（☆）
イ

不適正処理の防止 ［推進主体：県、県民、事業者、市町村］
○排出事業者・処理業者等への監視指導
 排出事業者や処理業者に対して、年間を通じて立入検査や行政検査を行うほか、不
適正な処理に対して重点的な監視指導を行います。

45

－ 45 －





排出事業者に対して、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を自ら適正に処理す
る責任があることについて、講習会など機会を捉えて周知を行い、指導を徹底しま
す。
放置された産業廃棄物について、必要に応じて周辺環境への影響調査などを行うと
ともに、行為者に対して粘り強く撤去指導を行います。

○不法投棄等の不適正処理の防止のための体制
 県下に配置している不法投棄監視連絡員によるパトロールを行うとともに、廃棄物
監視員・指導員による夜間パトロールや産業廃棄物収集運搬車両の点検・確認を行
います。
 10の広域圏ごとに、市町村・関係団体などで構成する「不法投棄防止対策協議会」
により、普及活動やパトロールを行います。
 産業廃棄物の不適正処理に係る早期発見と早期解決を図るため、市町村との情報交
換を図り、合同による立入検査を行います。

46

－ 46 －

第４章

○不法投棄情報の収集
 県に設置している「不法投棄ホットライン※」を通じ、365日24時間体制で不法投棄
情報の収集を行います。
 事業者や関係団体と締結する「不法投棄の情報提供に関する協定」に基づき、協定
を締結した事業者等が業務中に発見した不法投棄情報を収集します。
 県が収集した市町村の取組に有益な不法投棄に関する情報等について、「不法投棄
情報ながの※」による提供を行います。

【コラム

フードドライブについて】

「フードドライブ」とは、一般市民に呼びかけ、家
庭で利用されずに眠っている食品を持ち寄っていた
だく活動です。また、集められた食品を支援団体を通
じて生活困窮者などに無償で届ける取組をフードバ
ンク活動といいます。
「フードドライブ」は、賞味期限前の食品を有効に
活用できることから、まだ食べられるのに捨てられて
しまう「食品ロス」の削減にもつながるほか、子ども
の居場所づくりに重要な役割を果たす「こども食堂」
への食材の安定的な供給にも貢献しています。また、
支援団体に対しては、
「フードドライブ」以外にも、食品メーカーなどの企業、協力団体などから
食品が寄贈されています
長野県では、生活困窮者支援、子どもへの支援、食品ロス削減のそれぞれに有効であるという観
点から、各種イベントや職場で「フードドライブ」の取組を始めており、2016年度（平成28年
度）は、信州環境フェアのほか、県庁及び２合同庁舎で開催し、約500kgの食品の提供がありま
した。
本県では、今後とも、積極的に「フードドライブ」の機会を設けるとともに、取組の輪が一層広
がるよう啓発にも力を入れていきます。

第４章

【コラム

残さず食べよう！３０・１０運動について】

まだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロ
１食当たりの食べ残し量及びその割合
（ｇ）
（％）
ス」は、国内で年間約621万トンも発生していま
食べ残し量
割合
14.2
400
15
す。これを１人当たりに換算すると年間50キロ
12.2
300
グラムを捨てていることになります。
10
農林水産省の統計では、宴会での食べ残しが最 200
3.6
298.8
336.7
も多く、宴会料理の７分の１が食べ残しで捨てら
5
100
れているという結果になっています。
18.8
0
0
長野県では、宴会料理の食べ残しを減らすこと
食堂・レストラン
結婚披露宴
宴会
が「食品ロス」を減らすことにつながることから、
出典：農林水産省「食品ロス統計調査・外食調査（平成 27 年度）」
松本市発祥で宴会の始めの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「残さず食べよう！３０・
１０（さんまる・いちまる）運動」を全県で推進し、2017年（平成29年）９月時点で県内の53
市町村が同様の取組を実施しています。
また、2010年度（平成22年度）から募集して約700事業者に達している「食べ残しを減らそ
う県民運動～e-プロジェクト～」協力店にもこの運動への参加を呼び掛けているほか、2017年
（平成29年）９月に開設した専用ウェブサイト「信州ごみげんねっと」では、この運動に協賛し
ていただける企業や団体を募集してロゴを掲載するなど、今後も様々な方法によりこの運動の周
知拡大に取り組んでいきます。
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