
国の環境基本計画で示された戦略的プログラム

環境問題の各分野に関する戦略的プログラム
１ 地球温暖化対策の推進
２ 物質循環の確保と循環型社会の形成に向けた取り組み
３ 環境への負荷の少ない交通に向けた取り組み
４ 環境保全上健全な水循環の確保に向けた取り組み
５ 化学物質対策の推進
６ 生物多様性の保全のための取り組み
政策手段に係る戦略的プログラム
７ 環境教育・環境学習の推進
８ 社会経済の環境配慮のための仕組みの構築に向けた取り組み
９ 環境投資の推進
あらゆる段階における取り組みに係る戦略的プログラム

10 地域づくりにおける取り組みの推進

11 国際的寄与･参加の推進

第１部　環境行政の課題と展開

第１節　環境行政を取り巻く課題

　人類が地球上に誕生して 500 万年とも 200 万年とも言われるが、その長い歴史から見れば瞬

きに過ぎない 20 世紀の 100 年間に、我々は多くの資源やエネルギーを利用し、科学技術を飛躍

的に発展させ、今日の目覚しい繁栄を築いてきた。

　その一方で、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムは、地球温暖化やオゾン

層の破壊、あるいはダイオキシンや環境ホルモンといった有害化学物質による環境汚染など、

人類や生態系の存続そのものを脅かす重大な環境問題を招いてしまった。

　新世紀の幕開けを間近にした

平成 12 年 12 月 22 日、国では、

11 項目の戦略的プログラムを

盛り込んだ新たな環境基本計画

を閣議決定するとともに、年が

明け、平成 13 年１月６日には環

境省が発足した。

　21 世紀を「環境の世紀」とし

て、20 世紀の社会が残した環境

上の「負の遺産」を解消し、持

続して発展することができる循

環型社会の構築を目指して、今、

本格的な歩みが始まった。

１　循環型社会の形成

　資源の有限性や廃棄後の処理に目を向けることなく、使用できるものまでも平気で捨ててし

まう消費生活や事業活動が定着し、今や、日本全体で１年間に排出される廃棄物は、一般廃棄

物で約 5000 万トン、産業廃棄物では約４億トンにも達している。

　この結果、最終処分場の逼迫や不法投棄の増加などが大きな社会問題となっており、特に、

新規立地が困難な産業廃棄物最終処分場については、残余年数が約 1.6 年となっている。

これらの問題を解決するためには、資源を繰り返し利用し、廃棄物など環境負荷を抑制する

循環型社会を構築することが緊急の課題となっている。

こうした観点から、平成 12 年６月２日、循環型社会をめざす基本的枠組みを規定した「循環

型社会形成推進基本法」が制定されるとともに、これに連動するかたちで、「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（廃棄物処理法）」の改正、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有

効利用促進法）」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」、「食

品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）」、「国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」が制定され、既存の「容器包装に係る分別収集

及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）」、「特定家庭用機器再商品化法

（家電リサイクル法）」などと併せて、制度的基盤が整備されつつある。

　今後、これらの法令が有効に機能するよう法の適切な運用に努めることはもとより、循環型

社会の構築には、住民一人ひとりの取組みが重要であり、県や市町村が環境負荷の排出原因者

として自ら率先して環境保全対策を進めるとともに、県民や事業者が環境に配慮した行動に取

組む契機となるような誘導的施策を講じていく必要がある。



　環境基本計画　　長期的目標：循環、共生、参加、国際的取組
　　　　　　　　（戦略的プロジェクト）　　物質循環の確保と循環型社会の形成に向けた取組み

≪循環型社会形成の推進のための法体系≫

　　　　　　　＜廃棄物の適正処理＞　　　　　　　　　　＜リサイクルの推進＞

　　　　　　　　　（個別物品の特性に応じた規制）　　　　　　　　　(需要面からの支援)

　　　　　　　（既制定）　　　　　　　　　　　（新規制定）　　　　　　　　(新規制定)

○基本原則　○国、地方公共団体、事業者、国民の責務　○国の施策

　循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法 資源有効利用促進法

①廃棄物の発生抑制

②廃棄物の適正処理

③廃棄物処理施設の設置規制

④廃棄物処理業者に対する規制

⑤廃棄物処理基準の設定

①再生資源のリサイクル

②リサイクル容易な構造・

　材質などの工夫

③分別回収のための表示

④副産物の有効利用の促進
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≪京都議定書の概要≫

対象ガス 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６
基準年 1990 年
目標期間 2008 年から 2012 年
削減目標 先進工業国全体の対象ガスの人為的な総排出量を、目標期間中に基準年に比

べ全体で少なくとも５％削減する。
（主な国の目標）
日本：基準年の９４％（６％削減）
米国：基準年の９３％（７％削減）
ＥＵ：基準年の９２％（８％削減）

吸収源の取扱い 限定的な活動（1990 年以降の新規の植林、再植林及び森林減少）を対象と
した温室効果ガス量を加味

≪ＩＰＣＣによる 21 世紀末の気温予測≫

２　地球環境問題への対応

（地球温暖化）

　冒頭でも述べたが、20 世紀の社会経済システムは、化石燃料の燃焼や森林の大規模伐採等に

よって結果的には大量の二酸化炭素を排出してきた。気付いてみると、この 100 年間に地球の

平均気温は 0.6℃（本県では 1.1℃）上昇している。

　最近、本県でも昔に比べて雪が少なくなったことについて地球温暖化の影響ではないかとの

見方もあるが、それでも深刻な環境問題と

しては実感しにくいというのが一般的なとら

え方かと思われる。しかし、地球温暖化の影

響は、海面上昇による高潮や冠水被害、異常

気象による災害の増加、食糧危機、生態系へ

の影響など計り知れず、21 世紀に人類が克服

すべき最も大きな課題の一つといえる。

　平成 13 年１月、国連組織の一つである「気

候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」が

公表した第 3 次評価報告書によると、21 世紀

末には地球の気温は最大 5.8℃、海面の水位

は最大 88cm 上昇すると予測しており、1995 年の第２次報告書よりも深刻な内容となっている。

　国際協力のもと、地球温暖化に対応していくことを目的として、1992 年、「気候変動枠組み

条約」が採択され、平成９年 12 月に京都で開催された第３回締約国会議（ＣＯＰ３）では、各

国の温室効果ガスの排出削減目標が取り決められた。しかし、京都議定書発効に必要な具体的

削減ルールを定めるため、平成 12 年 11 月にオランダのハーグで開催されたＣＯＰ６は、森林

による二酸化炭素吸収量の評価等をめぐって合意に至らず、結論は先送りされてしまった。

基準年である 1990 年以降も温室効果ガスの排出量は増加しつづけ、1997 年の二酸化炭素排

出量は 1990 年に比べ 9.4％増加していることから、早急に温室効果ガスの排出削減に取り組ん

でいく必要がある。

　こうしたことを背景に、平成 10 年６月に「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」

が改定され、自動車、家庭用電気製品、ＯＡ機器等に対するトップランナー方式の厳しい省エ

ネルギー基準が設定されたほか、太陽光・風力発電の導入に対する補助や燃料電池の技術開発

など再生可能な新エネルギーの普及が進められつつある。

　また、環境保全上の支障を防止するための経済的措置の一つとしての環境税についての議論

も高まっており、国の新環境基本計画では、「税、課徴金などの経済的手法の環境政策上の活用

のあり方について、（中略）検討を進めていく。」とされている。



自動車税のグリーン化
・新車登録の翌年度から２年
間低燃費、低排ガス値の程度
に応じて50～13％減税

・新車登録から11 年以上を経
過した車は 10％増税

ダイオキシン類対策特別措置法の概要
１　施策の基本とすべき基準の設定
　・耐容一日摂取量［４pg-TEQ/kg/日］
　・大気環境基準　［0.6pg/m3］、�
　・水質環境基準　［１pg/l］�
　・土壌環境基準　［1,000pg／ｇ］
２　排出ガスおよび排出水に関する規制
３　廃棄物焼却炉に係るばいじん、焼却灰等の処理
４　都道府県による常時監視義務
５　汚染土壌対策
６　ダイオキシン類排出削減計画

　そうした経済的手法の一つとして、平成 13 年度からは、燃費の悪い自動車の税を重くし、燃

費の良い自動車の税を軽くすることなどを骨子とする自動

車税制のグリーン化が始まる。

　県としても、温室効果ガスの削減に向けて、県民、事業

者、行政の各主体が連携して省エネルギー等の取組みを推

進するとともに、風力の有効利用など地域の実情に応じた

新エネルギー技術の積極的な導入に努めていく必要がある。

（オゾン層の破壊）

　太陽の光は、生物が生存していく上で不可欠のものであるが、一方で生物にとって有害な紫

外線（UV－B）を含んでいる。ところが、地球を覆い、その有害紫外線を吸収するフィルターの

役目を持つオゾン層が、冷蔵庫・エアコン等の冷媒、工業用の洗浄剤などとして広く使用され

てきたフロンガスによって破壊されつつある。

　このため、国際的な協調の下、1985 年に「オゾン層の保護に関するウィーン条約」が締結さ

れ、オゾン層の破壊力が最も大きい CFC など特定フロンの生産が 1995 年末をもって全廃となり、

その他のフロンについても段階的に削減されることになっている。

　一方、過去に生産され、冷蔵庫やエアコン等に充填されたままのフロンについては、これま

で回収・破壊の法的義務付けがなく、市町村や事業者の自主的な取組みによって進められてき

たものの、その回収率は必ずしも上がっていない状況にある。

　しかし、平成 13 年４月からは「家電リサイクル法」が施行され、冷蔵庫とエアコンのフロン

回収については、家電４品目のリサイクルの一環として製造業者が担うこととなった。また、

カーエアコンと業務用冷凍空調機からのフロン回収を義務づける法案も検討されているが、フ

ロンは、オゾン層破壊物質としてのみならず、地球温暖化の点でも二酸化炭素の数千倍の影響

があることから、早期の法規制が望まれる。

３　有害化学物質による環境汚染の防止

　20 世紀には、科学技術の進展によって多種多様の化学物質が次々と生み出され、化学物質か

ら作られるプラスチック、合成洗剤、医薬品、化粧品、殺虫剤などの製品は今日の生活におい

てなくてはならないものとなっている。

　しかし、国内で流通する５万種類ともいわれる化学物質のうち安全性が正確に確認されてい

るものは決して多いとは言えない。反面、分析技術の向上や健康影響等に関する研究の進展に

ともない、これまで検出できなかった化学物質が環境中から検出されたり、生態系への影響が

指摘されるようになってきた。

　特に、廃棄物の焼却過程で意図せずに生成するダイオキシン類による環境汚染は大きな社会

問題となっている。

（ダイオキシン類）

　ダイオキシン類は、発ガン性や催奇形性

をもつ物質で、最近では、環境ホルモンと

しての作用も疑われている。その発生源は、

廃棄物焼却炉のほか、製鋼用電気炉、自動

車排出ガスなどがあるが、日本では、排出

総量の約９割が廃棄物の焼却に伴うものと

されている。

　このため、平成９年８月には大気汚染防

止法と廃棄物処理法の施行令が改正され、



廃棄物焼却炉の排出ガス中のダイオキシン濃度の規制基準が定められ、市町村のごみ焼却施設

や産業廃棄物処理施設では改善が進められてきた。

　さらに、平成 11 年７月 12 日には「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定され、発生源の

規制や大気・水質・土壌の常時監視などダイオキシン類対策が体系化された。

今後とも、市町村や廃棄物処理業者等が設置・管理する焼却施設に対する発生源対策を積極

的に講じていくとともに、併せて、簡易焼却炉の使用自粛をはじめ、ごみの排出抑制や分別の

徹底、さらにはごみ処理の広域化など、ダイオキシンの発生を未然に防止する施策を総合的に

進めていく必要がある。

（環境ホルモン）

　外因性内分泌撹乱化学物質（環境ホルモン）とは、生物の体内で営まれている正常なホルモ

ン作用を撹乱する化学物質で、動物の生殖機能やホルモン代謝への悪影響、ヒトにおける精子

数の減少や悪性腫瘍などをもたらしている可能性が指摘されている。

しかし、こうした現象の原因物質や異常発生のメカニズム等に関しては未解明な部分が多く、

環境庁では、平成 10 年５月、環境ホルモンへの対応方針を「環境ホルモン戦略計画　ＳＰＥＥ

Ｄ‘98」としてとりまとめた（ここでは、内分泌撹乱作用の疑われる化学物質を 67 としていた

が、平成 12 年 11 月の改訂版では、65 物質に変更している）。

これに基づき、平成 10 年度には、環境庁と都道府県が連携して、内分泌攪乱作用の疑われる

67 物質を中心に、大気や水質等の環境媒体中での濃度調査および水生生物や野生生物への蓄積

状況調査を、全国 2,430 地点で実施した。その結果、界面活性剤の原料であるノニルフェノー

ルが広範囲で検出されたほか、食物連鎖の上位に位置するクジラや猛禽類においてＰＣＢなど

の蓄積が認められた。

その後も、関係省庁において、継続的に調査・研究を進めながらリスク評価が進められてお

り、県としても、国と協力しながら、環境ホルモンの環境中での実態調査や挙動等の研究を進

めるとともに、県民への情報提供に努める必要がある。

（化学物質の排出量・移動量の把握・管理（ＰＲＴＲ））

従来、化学物質による環境汚染を防止する手法としては、人や動物への影響等について科学

的知見が得られた物質を対象に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化学物質審

査規制法）」などに基づく製造と使用の規制や、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」などに

基づく環境中への排出規制といった対策が講じられてきた。

しかしながら、多種多様の化学物質が様々な経路を通じ環境中へ放出され、人の健康だけで

なく生態系への影響も懸念されていることから、化学物質による環境リスクを管理し、より未

然防止に力点を置いた総合的な対策が求められるようになってきた。

このため、平成 11 年７月 13 日、潜在的に有害な化学物質について事業者自らが排出量や移

動量を管理し公表することを骨子とする「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）」が制定され、平成 12 年３月 30 日に施行された。

同法に基づき、事業者は、平成 13 年４月から 354 種の第１種指定化学物質についての取扱い

量を把握し、さらに14 年４月からはその結果を県を経由して国に報告することとなり、県とし

ても、法の円滑な施行に向け、情報提供や事業者指導を図っていく必要がある。



家電リサイクル法による廃家電品の流れ

消費者の負担　＝　収集運搬料金　＋　再商品化等料金

第２節　総合的な環境政策の展開

　県では、平成９年３月に「福井県環境基本計画」を策定するとともに、その円滑な進捗を図

るため、平成 10 年 10 月、副知事を議長に各部次長等で構成する「環境政策推進会議」を設置

し、各部局間の連携と調整を図りながら総合的な環境行政の推進に努めている。

また、よりきめ細やかな行政サービスの提供と環境行政の充実を図るため、平成 12 年４月、

各保健所を健康福祉センターに改組し、各センターでは新たに事業者に対する規制・指導や水

質監視等の環境関連業務を担当することになった。

今後、策定から４年を経過した「福井県環境基本計画」の見直しも視野に入れながら、持続

的発展が可能な社会づくりを目指して、さまざまな環境施策を推進していく。

１　循環型社会の構築

　毎日の生活や農業・工業・建設などあらゆる生産活動に伴い廃棄物の排出は避けがたいが、

焼却処理に伴うダイオキシン類の発生や廃棄物最終処分場の逼迫、不法投棄の増加など様々な

問題が生じており、消費者・事業者・行政がそれぞれの役割を認識･分担し、あらゆる分野にお

いて廃棄物の発生抑制やリサイクルの推進が緊急の課題となっている。

（一般廃棄物の減量化・リサイクルの推進）

　県では、平成 11 年６月、家庭等から出る一般廃棄物を対象にした「福井県ごみ減量化・リサ

イクル日本一推進計画」を策定するとともに、学識経験者・消費者・事業者・行政で構成する

「ごみ減量化・リサイクル日本一総合推進会議」を設置し、計画の実現に向け、減量化対策等

の検討や進行管理を行っている。

　これまでに、家庭ごみの約４割を占める生ごみの排出抑制のため、平成11 年度から各家庭へ

の生ごみ処理機の購入補助制度をスタートさせたほか、市町村の分別収集体制の整備に対する

財政支援や市町村を通じて古紙の集団回収実施団体に対する奨励金交付などを行っている。

　また、平成 12 年２月から、県内で発生する再生資源を利用して製造・加工されるリサイクル

製品を県が認定する「福井県リサイクル製品認定制度」および再生品の需要拡大や廃棄物の減

量化・リサイクルに積極的に取り組む店舗を登録する「リサイクル推進店登録制度」を開始し、

これまでに 27 品目の認定と 118 店舗の登録を行った。

　一方、平成 12 年４月に「容器包装リサイクル法」が完全施行され、市町村による分別収集と

容器包装製造事業者等による再商品化が実施されているが、市町村によってごみ分別のルール

が異なることから、推進会議において統一に向けて検討を行っている。

　また、平成 13 年４月からは

「家電リサイクル法」が本格

施行となり、消費者の費用負

担の下、販売店によるテレビ

等４品目の回収および製造事

業者による再商品化が始まる。

県においても、法の円滑な施

行を図るため、(財)家電製品

協会など関係機関と連携しな

がら県民への普及啓発を行っている。

（産業廃棄物の減量化・リサイクルの推進）

　産業廃棄物の減量化・リサイクルを推進するため、平成 10 年３月、「第５次産業廃棄物処理

計画」を策定した。計画に基づき、従業員 100 名以上の事業者に対し、事業者自らが廃棄物の

指
定
引
取
り
場
所

＜再商品
　化等
　義務＞

消費者
＜費用
　負担＞
テレビ
冷蔵庫
洗濯機
エアコン

販売店
＜引取り義務＞
買い替え
過去に売ったもの

自治体
上記以外のもの

製造業者



「未利用有機資源活用基本計画」の概要

○利用計画

現状(11 年度) 目標(22 年度)
発生量 586 千ｔ／年 629 千ｔ／年
利用量

(再利用率)
393 千ｔ／年
（67％）

505 千ｔ／年
（80％）

堆肥生産量 90 千ｔ／年 155 千ｔ／年

○未利用有機資源の循環

消費者
生ごみ、食品

廃棄物、汚泥

農家

わら、籾殻

林業･水産業
木材チップ

魚腸骨、剪定枝

畜産農家
家畜排せつ物

総合堆肥センター

分
別
収
集 堆

肥

農産物

削減計画を策定する自主管理システムを指導しており、これまでに 105 の事業所が廃棄物削減

計画を策定している（平成 12 年 12 月末現在）。

また、「廃棄物処理法」の改正により、一般廃棄物も含めた「廃棄物処理計画」の策定が規定

されたことから、平成 13 年度中に県内における廃棄物の排出実態を調査し、廃棄物の減量化や

産業廃棄物処理施設整備方針を定めた計画を策定する予定である。

なお、平成 12 年６月、敦賀市民間最終処分場での廃棄物の違法搬入が明らかとなり、施設の

安全性の確認がなされることが極めて重要であることから、県では、学識経験者等で構成する

「福井県民間最終処分場技術検討委員会」を設置し、同処分場の安全確認調査の項目や方法等

について検討を進めている。

（有機資源リサイクルの推進）

農業や畜産業等から発生するわら・籾殻・家畜排せつ物や下水汚泥等の有機資源については、

堆肥としての再利用が期待されており、これまで、籾殻や家畜排せつ物の堆肥化施設、農業集

落排水処理施設の汚泥堆肥化施設の整備を進めてきた。

　県では、平成13 年３月に、食品残さや家

庭生ごみなども含めた全ての有機資源の発

生量の実態把握と将来予測を行い、堆肥化

の推進方策を盛り込んだ「未利用有機資源

活用基本計画」を策定した。今後、同計画

に基づき、堆肥化施設の整備を推進すると

ともに、製造された堆肥を土づくりに活用

する持続型農業の確立を図っていく。

　また、間伐材や製材・加工の過程で発生

する端材等の木質系資源の有効利用を推進

するため、新たな用途・製品の開発や工事

資材としての活用、さらにはバイオマスエ

ネルギー等への活用推進に取り組んでいく。

（建設リサイクルの推進）

　県では、平成10 年度に「建設リサイクル

推進計画」を策定するとともに、県、国の

機関、建設業団体等で構成する「建設副産

物対策連絡協議会」や各土木事務所、市町

村等で構成する「ブロック連絡協議会」が中心となり、建設発生土の工事間流用の促進、建設

廃棄物の再資源化施設への搬出、再生材の活用など、リサイクル率の向上を図っている。

コンクリート塊やアスファルト塊の建設廃棄物については、98％（平成 10 年度）のリサイク

ルが行われているものの、建設発生木材や建設発生土等の建設副産物についてはリサイクル率

が低迷している。このため、建設発生木材については、チップ化し肥料等としての利用を、建

設発生土については、情報交換システムの導入やストックヤードの整備方針を策定し、工事間

流用を促進していく。

また、平成 12 年５月に「建設リサイクル法」が公布され、平成 14 年度から建築物等の解体

に対し分別および再資源化が義務付けされた。県としては、今後、指針を策定するとともに、

事業者への周知等を行い、リサイクルの推進を図っていく。

（グリーン購入の推進）

循環型社会を構築していくためには、製造業者にリサイクルや省エネ製品の開発を義務付け

るだけでなく、政府や自治体が環境負荷の少ない商品を優先的に購入するなど環境配慮型商品



の需要拡大を図る必要があるとの観点から、平成 13 年４月１日、国等におけるグリーン調達を

義務付けることなどを骨子とするグリーン購入法が施行された。

県においては、従来から事務用品を中心にグリーン調達を行ってきたが、今後、調達品目を

拡大し全庁体制で取り組むとともに、市町村や事業所等によるネットワークを構築し、情報提

供やフォーラムの開催などを通してグリーン購入への取組みを促進していく。

２　地球環境問題への取組み

（地球温暖化防止の取組み）

　地域レベルでの地球温暖化防止に取り組むため、平成 12 年３月、県では、ＣＯＰ３で定めら

れたわが国の温室効果ガスの削減目標を踏まえて、県内の削減目標と削減計画を定めた「福井

県地球温暖化対策地域推進計画」を策定した。

同計画では、日常生活におけるエコライフや事業活動における省エネルギーの推進等により、

2010 年度における二酸化炭素排出量を 1990 年度に比べ３％削減することとしているが、対策

を講じない場合には 26.8％もの増加が予想されていることを考慮すると、実質的には 30％近い

二酸化炭素削減対策が必要となる。

同計画の実現に向けて、平成 12 年９月には、学識経験者、業界・団体、事業者、行政で組織

する「福井県地球温暖化対策推進会議」を組織し、取組みの推進方法を協議するとともに、地

球温暖化防止活動推進員（アースサポーター）を募集し、この活動推進員を通じ家庭における

環境家計簿（エコチャレンジ）の取組みを進めている。

また、産業部門での温室効果ガスの排出抑制を促進するため、企業への省エネルギー診断士

や合理化専門員の派遣を行っており、平成

13 年度には、企業における自主行動計画策

定のためのガイドブックを作成する。

なお、県自らが排出削減に取り組むため､

平成 13 年３月には、「地球温暖化対策推進

法」に基づき、「福井県庁地球温暖化防止実

行計画」を策定した。

一方、平成 12 年３月には、太陽光発電や

コージェネレーションなどの新エネルギー導入や省エネルギーを推進するため、2010 年度まで

に 1996 年度エネルギー消費量の 15％を転換・削減することなどを骨子とする「福井県新エネ

ルギー・省エネルギービジョン」を策定した。

これを受けて、国見岳（福井市）への風力発電施設建設（900kW×２基　平成 15 年完成予定）

に着手したほか、平成 13、14 の２ヵ年で県の合同庁舎４個所および(財)若狭湾エネルギー研究

センターに太陽光発電を導入することとしている。

また、住宅用の太陽光発電の普及を推進していくため、出力１kW 当たり 10 万円の補助制度

（同額の補助制度を設ける市町村の住民等が対象）を設けた。

（オゾン層保護に向けた取組み）

　県では、フロン回収を推進するため、業界団体や市町村等 28 団体で構成する「福井県フロン

回収推進会議」において推進方策を協議・検討するとともに、再生資源事業所等へのフロン回

収機の無償貸与、フロン回収協力事業所の認定、回収フロンの一括輸送・破壊処理などを実施

している。

　なお、平成 13 年４月からは、「家電リサイクル法」に基づき、製造業者による冷蔵庫とエア

コンからのフロン回収が始まるが、エアコンについては、機器を取り外す前にフロンを室外機

に移行させる操作が必要とされるため、家電販売店等の取扱事業者への指導を図っていく。

「福井県庁地球温暖化防止実行計画」の概要
【実施期間】平成 13～17 年度（基準年度　平成11 年度）
【数値目標】電気使用量　　　　　　３％削減
　　　　　　燃料使用量（公用車）　５％削減
　　　　　　　　　　　（冷暖房）　４％削減
　　　　　　水道使用量　　　　　　10％削減
　　　　　　複写用紙使用量　　　　10％削減
　　　　　　廃棄物の減量（可燃）　20％削減
　　　　　　　　　　　　（不燃）　50％削減
　　　　　　温室効果ガス総排出量　3.5％削減



　また、カーエアコンや業務用冷凍空調機のフロン回収についても、法律が整備がされるまで

の間、関係業界に対し一層の自主的取組みを働きかけていく。

３　有害化学物質対策への取組み

（ダイオキシン類対策）

  平成９年８月に大気汚染防止法および廃棄物処理法の施行令が改正され、ダイオキシン類の

主要発生源と考えられる廃棄物焼却炉に対する規制措置が盛り込まれたことから、県では直ち

に、廃棄物焼却炉に対する監視・指導の強化、市町村に対する分別収集徹底の要請、県の出先

機関や小中学校に設置されている焼却炉の廃止などの発生源対策を講じるとともに、大気環境

の実態調査を実施してきた。

  また、平成 12 年１月 15 日に「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行され、発生源対策の

強化や県の常時監視義務などが定められたことを受けて、廃棄物焼却施設等の設置者に対する

届出や施設改善を指導するとともに、大気・水質・底質・土壌の常時監視を実施している。

なお、平成 10・11 年度に実施した焼却施設周辺の大気調査の結果は、いずれも大気環境指針

値（当時）を下回っていた。

さらに、平成 12、13 年度の２ヵ年計画で、県環境科学センターの敷地内にダイオキシン類と

環境ホルモンの調査研究施設の整備を進めており､平成 14 年度から、ダイオキシン類の環境中

での実態や食品・母乳等からの摂取量などの調査研究を進めていく。

（環境ホルモン対策）

  環境ホルモンによる環境汚染の実態を把握するため、平成 10 年度に環境庁と建設省では環境

ホルモンの疑いのある 67 項目についての全国一斉調査を実施しており、本県においても、大

気・水質・底質・水生生物・土壌の調査が行われた。

　この調査結果を受け、県では、平成 11 年度に、一斉調査で検出されたノニルフェノール等４

物質について、16 河川で水質調査を実施した。また、平成 12 年度には、国の大気調査で比較

的高い濃度が検出されたフタル酸ジシクロヘキシル等２物質と、底質調査で検出されたマンネ

ブ等の農薬調査を実施している。

これらの環境ホルモン作用が疑われる化学物質については、現在、国においてリスク評価の

検討が行われており、県としては、こうした情報の収集や発信に努めていくとともに、環境中

での実態等の調査研究を進めていく。

（ＰＲＴＲ）

　化学物質による環境汚染を未然に防止する新たな手法として、事業者自らが化学物質の排出

量や移動量を管理し、その結果を公表していこうというＰＲＴＲ法が平成 13 年３月 30 日に施

行された。

この法律により、平成 13 年４月から、常用雇用者数 21 人以上の事業者は、有機塩素系化合

物などを含む 354 種の第１種指定化学物質について排出量や移動量を把握し、翌年４月には県

を通じて国へ報告することが義務付けられた。県としても事業所への周知や指導を進めるとと

もに、得られた情報に基づき適切な化学物質対策を推進していく。

４　自主的な環境保全活動の推進

　循環型社会を構築し、地球環境問題をはじめとする今日の環境問題を解決するためには、消

費者や事業者が、これまでのライフスタイルや事業活動を見直し、環境に配慮したものへと変

えていくことが重要である。

（環境マネジメントシステム（ISO14001）の導入と普及）

　県は、事務・事業を通して、消費者・事業者として経済活動に占める割合が大きく、また、



県民、事業者の自主的な環境保全対策を促進していくためにも、県自らが率先して環境負荷の

削減に取り組んでいく必要がある。

　こうしたことから、県では、平成９年３月に「環境保全率先実行計画」を策定し、環境負荷

の低減に努めてきたが、これまでの取組みをより継続的・計画的な環境対策として推進するた

め、本庁舎および議会庁舎を対象とする「福井県庁環境マネジメントシステム」を構築し、平

成 12 年 11 月 21 日には、環境に関する国際規格である ISO14001 の認証を取得した。

　本マネジメントシステムでは、130 の目的･目標を掲げており、電力消費量や紙使用量の削減

などの面で着実な環境負荷の低減が図られつつある。

県内では、既に 59 事業所（平成 13 年１月現在）が ISO14001 の認証を取得しており、自治体

においても鯖江市、福井市、武生市、敦賀市の４市が取得し、大野市、勝山市が取得に向けて

取組みを進めているところである。

県としては、こうした取組みを促進していくため、平成 13 年度から中小企業者および団体が

認証を取得する場合の補助制度（補助率 1/2 以内、限度額 100 万円）を設けるほか、認証取得

のためのマニュアルを作成することとしている。

（環境教育・環境学習の推進）

県民一人ひとりの環境への関心と環境に配慮した行動を促す上で、学校、地域、野外活動な

ど多様な場における環境教育・環境学習は非常に有効な手法であり、ともすれば自然や地域と

の関係が希薄になる中で、その必要性が一段と増している。

　このため、県では、子どもたちの環境への関心を培うことを目的として、小・中学生がグル

ープをつくり身の回りの環境について調査する「地域環境ジュニアパトロール事業」や滋賀県・

三重県との連携による「子ども環境会議」を実施している。また、事業所や一般県民に対して､

講習会等への環境アドバイザーの派遣や環境シンポジウムの開催等を通して環境学習を推進し

ている。さらに、平成 12 年度には、地域や学校における環境学習の手引書として、「環境学習

ガイドブック」を策定し、学校・公民館・図書館・環境保全団体等へ配布した。

　また、学校教育の場においては、平成 14 年度から、環境や国際理解などの総合的・横断的な

課題について学習する「総合的な学習の時間」や完全学校週５日制が始まり、地域社会と連携

した環境学習の機会の確保等がこれまで以上に重要になってきている。このため、県では、平

成 13 年度から、環境・河川・農林・教育の各部局が連携して、身近な水辺や森林とのふれあい、

農業体験等を通して、子どもたちの豊かな心を育んでいこうとする環境学習事業を実施するこ

ととしている。

（県民・事業者・団体等の取組み）

　県民・事業者・行政等が連携あるいは役割を分担し、循環型社会の構築に向けて取り組むこ

とが重要であることから、県民・団体・事業者間のネットワークとして、平成６年度に「環境

ふくい推進協議会」を設立し、シンポジウムや研修会の開催、情報紙の発行など普及啓発事業

を展開している。

　また、福井大学では、平成 10 年５月に、環境に関する研究・教育・情報発信などを目的とす

る「地域環境教育センター」を設立し、産・学・官の連携をめざした積極的な活動を展開して

いる。さらに、平成 13 年２月には、福井商工会議所が中心となって、県、福井市、県内４大学

等で構成する「環境問題に関する産学官交流会議」が設置され、環境教育や環境ビジネス等の

推進に向けて、協議・検討を行っていくこととなった。

　一方、経済界においては、平成 10 年２月、主要経済団体が集まって「福井県環境・エネルギ

ー懇話会」を設立し、講演会や展示会、各種キャンペーン等を実施しているほか、個人参加の

取組みとして、共同出資して太陽光発電設備を作る「ふくい市民共同発電所を作る会」が設立

されるなど、各主体の積極的な取組みが展開されつつある。


