


清流足羽川の堤防や県庁堀端の桜並木、白砂がまぶしい水晶浜、

黄金色に染まる坂井平野、波の華が舞う越前海岸等々、例を挙げ

ていけば限りがないほどに、いたるところで四季折々の風情を味

わうことができる福井県に私たちは住んでいます。

また、県内外の方々に福井の良さをお尋ねしますと、水のおい

しさ、空気のおいしさ、緑の豊かさなどを最初に答えてくれます。

しかし、こうしたことは、少し前までは、日本のどこでも当

たり前のことでした。

今、私たちが環境に与える影響は大規模で、急速なものに性格

も変化しました。

かつては、影響の範囲は小さな地域に限られていましたが、地

球温暖化にみられるように今では空前の規模で地球自体を変えよ

うとしています。何十年も何百年も要した変化が今は数年で生じ

ているとも言われています。

こうした中にあって、県では、美しい県土と快適な生活環境を

確保するため、あらゆる施策を通じて環境の保全に努めるととも

に、環境汚染の状況の監視に努めております。本県にある「良き

もの、優れたもの」を大切に活かしながら、美しいふるさとの環

境を保全し、県民が誇れる「夢あるふるさとづくり」を進めてい

くためには、県民の皆様お一人おひとりの取組みが非常に重要に

なってきております。

この環境白書は、本県における環境の現状や環境保全のための

取組みと今後のあり方を中心にまとめたものです。この白書から、

本県の誇れるところを知っていただきたいと思います。また、さ

らに誇れるふるさとにしていくために、何をするべきかを考えて

いただきたいと思います。県民の皆様が、福井の環境についてさ

らに関心を持ち、これからの日常での具体的な行動につなげてい

ただき、誇りが持てるふるさと福井の創造にお力添えを賜ります

ようお願いします。

平成16年３月

福井県知事
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●第１部　特集　～ふくいの環境トピックス～

第1部　特集 ～ふくいの環境トピックス～

１　地球温暖化防止キャンペーン【環境政策課】
「はよやろさ！温暖化防止～温暖化は地球の生活習慣病～」

サクラの開花日、夏の暑さ、冬の雪。いずれをと

っても、どうも地球が暖かくなってきているのでは

ないかと、みんなが感じているのではないでしょう

か。

データをみても、福井県の平均気温は100年前に
比べて約1.1℃上昇し、また、降雪量も平成になって
からそれ以前の約半分に減っています。

また、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出

量は、年々増加しています。本県では、2001年度に
は1990年度に比べて8.3％増加し、特に家庭や自動車
からの排出量が30％以上も増えています。これは、
本県の１世帯当たりの電気使用量や自動車保有台数

が全国１位であるなど、電気や自動車を多く使う日

常のライフスタイルが原因です。

したがって、地球温暖化を防止するためには、県

民一人ひとりが、エネルギーや資源を大量に消費す

る現在の生活を見直し、家庭での省エネルギーや自

動車の使用を減らすなどの努力が必要です。

しかし、意識はあっても、これまでの便利な生活

習慣を変えられず、なかなか省エネなどの行動に結

びつかないのが現状です。

そこで、県では、地球温暖化防止に対する意識を

高め、家庭での取組みに結び付けてもらうため、平

成15年度には、地球温暖化防止月間である12月を中
心に、新聞・テレビ等を活用した「地球温暖化防止

キャンペーン」を展開しました。また、このキャン

ペーンの一環として、12月13日・14日には、福井市
内のショッピングセンター等にて「ふくい環境フェ

ア」を開催したところ、約6,000人の来場者がありま
した。

（１）広報キャンペーン

①テレビ・ラジオＣＭの制作・放送

家庭での節電を呼びかけるテレビCM・ラジオCM

を制作し、12月4日～20日に放送しました。環境フ
ェア会場で行ったアンケート調査では、3人に１人
がテレビCMを見たと回答しています。

②テレビ情報番組の制作・放映

「エネルギーの消費を減らす」、「自動車の使用を減

らす」、「ごみを減らす」をテーマに、県内の３つの

高等学校（福井、武生東、北陸）の放送部員が地球

温暖化防止を呼びかける５分間番組を制作し、12月
～2月に放映しました。
また、3月には総集編として、番組制作に携わっ

た高校生による座談会番組を制作・放映しました。

高校生番組総集編（座談会）収録風景

③新聞広告

地球温暖化に関する特集記事を6回掲載（10月～3
月）するとともに、地球温暖化防止や環境フェアへ

の参加を呼びかける広告を掲載（11月～1月）しま
した。

地球温暖化キャンペーン・シンボルキャラクター



④エコブックの作成

小学生向けに「わたしたちでできる地球温暖化防

止」の冊子（A5、8ページ）を作成し、県内の４年
生以上の小学生に配布しました。

⑤温暖化防止ホームページの作成

地球温暖化に関する情報を発信するための「温暖

化防止ホームページ」を開設しました。

小学生向けの情報コーナーも設けています。

※ＵＲＬ　http://ondanka.erc.pref.fukui.jp

（２）環境フェア

①トークショー

12月13日に、作家・エコロジストとして活躍する
C.W.ニコル氏による「身近にできる温暖化防止」を

テーマにしたトークショーを開催しました。

ニコル氏は、「地球温暖化を防止するために何を

したらいいかはみんなが知っている。要は実行でき

るかどうかである。」、また「一人ひとりが自分たち

の住む地域の環境をどうしたいのかを考えれば、必

ず環境はよくなっていく。」と熱く語られました。

②低公害車の展示

燃料電池自動車をはじめ電気自動車、ハイブリッ

ド自動車などの低公害車を展示しました。

左：天然ガス自動車　　右：燃料電池自動車

③環境ビジネス展

県内企業（10社）が、省エネ製品やリサイクル商
品、家庭用風力発電システムなどを展示、実演しま

した。

④かえっこバザール

家庭で不要になったおもちゃを持ち寄り、別のお

もちゃと交換する「かえっこバザール」を開催しま

した。

多くの親子が来場し、楽しそうにおもちゃなどを

交換していました。

かえっコバザールの様子

⑤リフォームファッションショー

リフォームファッションコンクールの優秀作品を

製作者自らがモデルとなって披露するファッション

ショーを開催しました。
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平成15年３月に、地域における資源循環システム
の構築と環境関連産業の創造と振興を目指す「資源

循環拠点地域整備構想」を策定しました。この構想

は、県内全域における循環資源を対象に、資源循環

システムのモデルを提示するもので、福井市と坂井

郡の区域がリサイクル関連施設立地の中心になると

想定しています。また、本県の地域特性やリサイク

ルの動向を踏まえ、民間による事業化の高い事業を

「資源循環プロジェクト」と位置付け、「自動車リサ

イクル事業」「繊維リサイクル事業」など８つの事

業を想定し、事業化イメージ等を提示しています。

これらのプロジェクトが実現すれば、本県における

資源の循環が促進されるとともに、環境関連産業の

創造と振興が図られるものと期待しています。

平成15年度には、この構想の具体化研究支援とし
て「自動車リサイクル事業」「繊維リサイクル事業」

の事業化へ向けた研究会に対する支援を行っていま

す。

なお、｢自動車リサイクル事業｣は民間事業者およ

び関係団体の連携による事業化が実現し、テクノポ

ート福井内に自動車リサイクル工場が平成16年２月
に操業を開始しました。
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2 資源循環拠点地域整備構想【廃棄物対策課】

図1－1 資源循環拠点地域整備構想における資源循環推進プロジェクト

資源循環推進プロジェクト（民間）



（１）里地里山の現状と課題

里地里山は、集落、水田等の農耕地、ため池、草

地等とそれを取り巻く二次林により構成された地域

です。国土に占める割合は４割程度に達し、多様な

生物の生息・生育空間となってきました。また、

人々の暮らしや営みの中で地域特有の生活文化を生

み出す源泉でもありました。

しかし、昭和30年代以降、生活様式や農業の近代
化に伴い、里地里山への人間の働きかけは次第に薄

れてきました。例えば、二次林が有していた薪炭林、

農用林等としての経済的価値が減少し、落ち葉の採

取や下草刈りなど日常的な管理がなされなくなりま

した。また、耕作放棄地が増加したり、近代化され

た農法の普及や基盤整備が進み、昔ながらの農林業

活動が維持されなくなりました。その結果、素掘り

の水路やため池、未改良の水田などを移動しながら

生息していたメダカやゲンゴロウなど、かつては身

近だった生物が見られなくなりました。比較的豊か

な自然が残されている本県も例外ではなく、平成13
年度に発行した「福井県レッドデータブック（動物

編）」の中にも、メダカ、フタスジサナエ、ゲンゴ

ロウなど里地里山を生息域とする生物が数多くリス

トアップされています。

したがって、希少野生生物が生息・生育する里地

里山を保全していくことは、県内の生物多様性を保

全する上で極めて重要な課題となっています。

このため、保全を進めるに当たっては、里地里山

が様々な人間の働きかけを通じて維持される環境で

あることから、開発行為や野生生物の捕獲等を直接

的に規制する原生的自然を対象とした従来型の手法

では達成されず、その地域の自然的・社会的特性に

応じて人為的な働きかけ（管理・活用）の持続を図

る新たな仕組みが必要です。

（２）保全に向けた新たな取組み

県では、県内の里地里山のうち希少野生生物のホ

ットスポット＊1となっている地域を選定するための

調査を平成15年度に実施しています。選定された地
域については、16年度以降、地元や市町村が実施す
る保全・活用策に対し、部局連携による支援を行っ

ていく予定です。

また、武生市西部地域は、国内希少野生動植物種

に指定されているアベサンショウウオをはじめ国の

レッドデータブック掲載種32種の生息・生育が確認
されているほか、環境省の重要湿地500選にも選定
されており、里地里山の保全を進める上で、重要な

地域であることがすでに分かっています。

そこで、県では、この地域を環境保全型地域づく

りのモデル地区に位置付け、地域の宝として将来に

わたって優れた自然環境が保全されるよう、地元の

方々との合意と幅広い関係者の参加により、環境学

習や身近な自然を体験する場などに活用していくた

め、総合的な計画「人とメダカの元気な里地づくり

ビジョン」（仮称）を16年度に策定する予定です。

5

3 里地里山保全に向けた新たな取組み【自然保護課】

＊1ホットスポット：希少野生生物が特に多種生息・生育する地域のこと。平地から丘陵地にかけてのホットスポットは、水田
や二次林が分布する里地里山である場合が多く、確認されている種はメダカやギフチョウなど比較的広域に分布する種で、
環境悪化により減少した種が多くなる傾向があります。

武生市西部地域



県では公共工事を行う場合、計画、施工の各段階

で環境への配慮事項を検討し、実施しています。そ

の中で、今回紹介する吉野瀬川ダム建設工事では、

福井県の建設工事では例の少ない、植生＊1復元を目

指した工事を行っています。

（１）吉野瀬川ダム建設工事概要

吉野瀬川ダムは日野川中流部の支川・吉野瀬川に

建設するもので、洪水調節、流水の正常な機能の維

持、工業用水の供給を目的とした多目的ダム＊2（高

さ59.5m）です。平成13年度から、ダムの付替え道
路工事に着手しており、道路全体約5 kmのうち約
900mまで進んでいます。

（２）植生復元計画の目的

道路工事を行うことにより地形が改変されると、

土壌条件・傾斜・水分条件などが変化し、植生が変

化する場合があります。この工事では、従来から広

く実施されている単なる造成法面保護のための緑化

だけではなく、本来その土地にあるべき自然環境・

植生を復元します。これにより、その土地の気候や

風土に最も適した植生となり、防音、集塵、気象緩

和、水質保全・浄化、土壌汚染防止などの環境保全

機能を持った森林を形成することができます。

（３）植生復元の流れ

植生復元は次のような流れで行います。

①現地植生調査、環境調査、土壌調査

②植栽樹種の検討、表土保全・土壌改良の検討

③植栽地基盤造成

④植栽工事

（４）植栽樹種

植栽樹種は、斜面が北向きか南向きか、切土か盛

土かなどの現場の違いでいくつかのパターンに分け

ています。写真の手前斜面は南向きの切土斜面でウ

ラジロガシ、シラカシ、コナラ他19種類を植えた状
況です。写真奥の斜面は伐採前の植林による森林で

あり、その植林以前の森林に復元することを目指し

ています。

吉野瀬川ダム建設工事現場

この他、吉野瀬川ダム建設工事では伐採した木を

チップ＊3化し、マルチング＊4にリサイクルするなど、

自然環境に配慮した工事を行っています。

6

●第１部　特集　～ふくいの環境トピックス～

＊1植生：ある場所に生育している植物の集団
＊2多目的ダム：洪水調節、水道・工業用水の取水、発電用など複数の目的を持つダム。
＊3チップ：木材を細かく切ったもの。
＊4マルチング：土壌の乾燥や多湿、地温の上昇などを防ぐため、わらやビニールで耕地をおおうこと。

4 公共工事における環境配慮【土木管理課】
～吉野瀬川ダム建設工事での植生復元計画～
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環境基本計画の進捗状況

第2部



私たちの暮らす福井県は、「越山若水」に象徴さ

れるように、美しい緑、清らかな水など豊かな自然

環境に恵まれており、この恵まれた環境を次世代に

引き継いでいくことは、私たちの重要な責務です。

しかしながら、地球温暖化や廃棄物の増大など

「大量生産・大量消費・大量廃棄」の社会経済シス

テムが引き起こす様々な問題は、地域のみならず地

球全体に影響を及ぼしています。これらの環境問題

を解決するため、環境への負荷を低減し、自然と共

生しながら、資源・エネルギーを有効に活用する

「持続可能な循環型社会」への転換が求められてい

ます。

このため福井県では、平成14年1月「環境立県
福井」を宣言し、さらに平成15年1月「福井県環境
基本計画」を改定しました。

今後、この計画に基づき、県民の皆様の参加と協

力のもと、総合的、計画的に各種施策を推進してい

きます。

新しい環境基本計画の概要は以下のとおりです。

8

●第２部　環境基本計画の進捗状況

第２部　環境基本計画の進捗状況

１　環境基本計画の概要【環境政策課】

≪基本目標≫　　　　　　≪将来像≫　　　　　　　 ≪施策展開の方向≫

循
環
と
共
生
を
基
調
に
環
境
と
調
和
し
た

『
環
境
立
県
　
福
井
』
の
実
現

【計画期間】

平成15年度（2003年度）～平成22年度（2010年度）
【環境指標】

施策の進捗状況を評価するために、目指すべき目

標として58項目の「環境指標」を定めました。（次
頁参照）

【推進体制】

・部局横断の庁内組織「福井県環境立県推進会議」

において、環境施策の総合調整や進行管理等を図

ります。

・環境施策や環境基本計画の推進に関する重要事項

について、「福井県環境審議会」に意見を求めま

す。

・県民、事業者、民間団体、市町村等との連携を図

り、積極的に意見交換を行います。

【進行管理】

・環境マネジメントシステムの考え方を導入し、Ｐ

ＤＣＡサイクルにより進行管理を行います。

（Plan：計画、Do：実践、Check：点検、Action：

見直し）

・施策の進捗状況などの点検評価の結果について

は、「福井県環境審議会」へ報告するとともに、

「福井県環境白書」等で公表します。

限りある資源が循環し利用される「福井」 資源の循環

環境関連産業の創造と振興

地球環境の保全

自然との共生

環境意識の醸成

環境の保全と創造を視野に入れた産業が
活発に活動する｢福井｣

地球環境の保全に向けて各自が責任をも
って行動する「福井」

自然との絆を深め自然と共に生きる「福
井」

身の回りの環境を見つめ、考え、行動す
る「福井」
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2 環境指標と進捗状況

（１）資源の循環

項　　　目 実績（H13） 実績（H14） 将 来（H22）
ごみの年間総排出量 300千t 300千t 226千t
一人一日当たりごみ排出量 991g 989g 753g
一般廃棄物のリサイクル率 16.8％ 17.3％ 31.0%
一般廃棄物最終処分量 45千t 44千t 24千t
市町村の資源ごみ平均分別収集品目 7.4品目/市町村 7.6品目/市町村 10品目/市町村
県リサイクル製品認定数 37 44 70
県リサイクル推進店登録数 128 131 160
産業廃棄物発生量 3,530千t（H12） － 3,870千t
産業廃棄物のリサイクル量 1,671千t（H12） － 1,817千t
産業廃棄物最終処分量 165千t（H12） － 109千t
堆肥生産量 90,000t（H11） － 154,000t
堆肥施用面積 2,300ha（H12） 2,457ha 20,000ha
未利用木質資源利用量 263千m3（H12） － 289千m3

（２）環境関連産業の創造と振興

項　　　目 実績（H13） 実績（H14） 将 来（H22）
市町村のグリーン購入取組み 3市町村 ６市町村 全市町村
グリーン購入ふくいネット会員数 328 328 500
県産材・間伐材の利用量（公共工事） 2,785m3 2,482 m3 3,700m3

（３）地球環境の保全

項　　　目 実績（H13） 実績（H14） 将 来（H22）
湖沼の環境基準達成率（COD） 35% 47％ 100%
河川の環境基準達成率（BOD） 93% 94％ 100%
下水道の処理人口普及率 56.9% 57.8% 71.0%
農業集落排水処理施設の整備 123供用 129供用 172供用
漁業集落排水処理施設の整備 31集落供用 31集落供用 45集落供用
海域の環境基準達成率（COD） 100% 100% 100%
海水浴場の水質（（適A）達成率） 100％ 100% 100％
地下水汚染の防止 汚染地域：31地区 31地区 汚染地域数の減少
地盤沈下地域の沈下量 沈下量0.2mm 沈下量H14 1.4mm 13年度レベルを維持
（3井戸の年間沈下量の平均） 沈下量H15 0.05mm
地盤沈下地域の地下水揚水量 820万m3／年 826万m3／年 13年度レベル以下に

抑制
大気環境基準達成率（二酸化硫黄） 96% 100% 100%
大気環境基準達成率（二酸化窒素） 100% 100% 100%
大気環境基準達成率（浮遊粒子状物質） 97% 18% 100%
大気環境基準達成率（一酸化炭素） 100% 100% 100%
光化学スモッグ注意報発令回数 0回 1回 0回
自動車騒音の環境基準達成率 82.5% 91.2% 100%
ダイオキシン類の環境基準達成率（大気） 100% 92% 100%
ダイオキシン類の環境基準達成率（水質） 100% 85% 100%
ダイオキシン類の環境基準達成率（土壌） 100% 100% 100%
有機農産物等栽培面積 299ha 479 ha 2,000ha

環
境
基
本
計
画
の

進
捗
状
況
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●第２部　環境基本計画の進捗状況

（３）地球環境の保全

項　　　目 実績（H13） 実績（H14） 将 来（H22）
温室効果ガス排出量 1990年度比で 1990年度比で 1990年度比で

9.5%増（H12） 7.2%増（H13） 3%削減
温暖化防止実行計画の策定市町村 ４市町村 6市町村 全市町村
環境自主行動計画の策定割合 20％ － 50％
太陽光発電導入量 1,609kW 3,008kW 33,000kW
森林の整備（育成林） 117.3千ha 117.6千 ha 121.6千ha
木材の利用量 253千m3 216千m3 370千m3

間伐材利用量 12,092m3 12,014m3 20,000m3

森林整備を担う人材 660人 631人 800人

（４）自然との共生

項　　　目 実績（H13） 実績（H14） 将 来（H22）
鳥獣保護区 42か所（27,978ha） 43か所（28,361ha） 45か所31,333ha

（18年度末）
鳥獣保護区特別保護地区 12か所（930ha） 12か所（930ha） 14か所1,346ha

（18年度末）
松くい虫被害発生量 16,238m3 15,654m3 5,000m3以下
重要な里地里山の保全対策実施 ― ― 10か所
都市公園面積 13.56m2/人 14.03m2/人 18.0m2/人
特定鳥獣保護管理計画 ― ― 16年度に計画策定
道路の緑化指数（４年度を100） 164 164 200
クリーンアップふくい大作戦参加者数 71,670人 87,981人 100,000人
重要伝統的建造物群の保存 37棟 41棟 91棟
歴史の道の調査 4か所（H14） 6ヵ所（H15） 11か所

（５）環境意識の醸成

項　　　目 実績（H13） 実績（H14） 将 来（H22）
こどもエコクラブ参加数 45クラブ 46クラブ 220クラブ
学校の総合的な学習の時間における 小学校（91.3%） 小学校（88.5%） 100％
環境教育の取組み 中学校（80.0%） 中学校（77.5%） 100％
環境基本条例制定市町村数 7市町 8市町 全市町村
環境基本計画策定市町村数 5市 ６市町 全市町村
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環境の現況と県の取組み

第3部
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●第３部　環境の現況と県の取組み

第3部　環境の現況と県の取組み

（１）ごみの排出量

平成14年度における県内のごみの総排出量は約30
万tであり、平成13年度（約30万t）と比較してほぼ
同量でした。平成3年度の29万9千tをピークに平成4
年度から、概ね横ばいで推移していましたが、平成

10年以降増加に転じています。

これは、ダイオキシン類問題をきっかけとした小

型焼却炉の使用自粛や、野焼きの禁止等により、こ

れまで自家処理されていたものが市町村のごみ収集

に出されるようになったことが大きな原因と考えら

れます。

第1章　資源の循環

第1節　廃棄物の状況

1 一般廃棄物の状況【廃棄物対策課】

図3-1-1 ごみ総排出量と県民1人1日当たり排出量の推移

産業廃棄物　　事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められたもの 

特別管理産業廃棄物 
強酸、特定有害廃棄物、医療機関からの感染
性廃棄物など（上記品目の中で、爆発性、毒
性、感染性を有する産業廃棄物） 

資源ごみ（缶、びん、古紙、ペットボトルなど） 

粗大ごみ（家電、家具、自転車、畳など） 

（産業廃棄物に
　該当しない廃
　棄物） 

特別管理一般廃棄物 

し尿 

ごみ焼却施設からのばいじん、 
研究機関からの感染性廃棄物など 

廃棄物 

一般廃棄物　　ごみ　　生活系ごみ　　可燃ごみ（紙、生ごみ、繊維、木、プラスチック） 

事業系ごみ　　不燃ごみ（ゴム、金属、ガラス・陶磁器、プラスチック、雑類） 

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木
くず、繊維くず、動物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず･コンクリ
ートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、
ばいじん、動物性固形不要物、上記の産業廃棄物を処理してできた廃棄物 

廃棄物の区分
廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)により、事業活動に伴って生じた廃

棄物である「産業廃棄物」とそれ以外の日常の家庭生活等から排出される「一般廃棄物」に分類されます。

コラム



（２）ごみの処理状況

市町村（一部事務組合を含む）では、通常、収集

されたごみを、焼却、破砕、資源化等の中間処理を

したうえで、その残さなどを埋立て処分しています。

平成14年度に収集されたごみ約30万ｔのうち、
「焼却施設で燃やされるごみ」は25万３千ｔ、「埋立

されるごみ」は１万５千ｔ、「資源化量」は３万１

千ｔでした。

また、最終処分場で埋立されたごみの量は、｢埋

立されるごみ｣１万５千ｔ、「焼却灰」２万９千ｔ、

計４万４千ｔでした。
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第１章　資源の循環●

資
源
の
循
環

図3-1-2 平成14年度ごみ処理フロー図

（３）リサイクルの状況

平成14年度に、市町村において資源ごみの分別収
集や中間処理により資源化された量は３万１千ｔと

なっており、平成13年度（２万９千ｔ）と比較して
約２千ｔ増加しています。

また、住民団体等によって資源として集団回収さ

れた量は２万５千ｔ（13年度２万５千ｔ）でした。

市町村における資源化と集団回収を併せた５万６千

ｔがリサイクルにまわされており、リサイクル率は

17.3％となっています（13年度16.8％）。ごみ排出量
が増加傾向にある中で、県民のリサイクルに対する

取組みは進んでおり、近年伸び悩んでいたリサイク

ル率は再び上昇傾向となっています。

表3-1-3 リサイクル量の推移
年　　度 6 7 8 9 10 11 12 13 14

資 源 化 量 20 22 24 25 26 27 28 29 31

集団回収量 17 19 19 21 23 24 25 25 25

リサイクル量 37 41 43 46 49 52 53 54 56

（単位：千ｔ）

図3-1-4 リサイクル率*の推移
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*リサイクル率＝リサイクル量÷（ごみ排出量＋集団回収量）



（４）廃棄物処理施設の状況

市町村では、収集された一般廃棄物を処理するた

め、ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、埋立処分地

施設等の廃棄物処理施設を設置しています。

平成14年度末現在、ごみ焼却施設は11施設設置さ

れており、処理能力は1,139ｔ／日となっています。

（表3-3-68 58頁参照）また、一般廃棄物最終処分場
は13施設設置されており、残余容量等を考慮しなが
ら計画的に新しい施設の整備が進められています。
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2 産業廃棄物の状況【廃棄物対策課】

（１）県内の発生状況

①県内総発生量

平成12年度に本県で発生した産業廃棄物は3,530千
ｔであり、平成７年度の2,911千ｔと比較すると、約
1.2倍増加しています。

②種類別発生量

産業廃棄物の発生量を種類別にみると、汚泥の発

生量が最も多く、1,625千ｔ（全発生量の46％）、次い
で、がれき類888千ｔ（25％）、ばいじん198千ｔ（６％）、
廃プラスチック類163千ｔ（５％）、家畜ふん尿146千
ｔ（４％）、紙くず110千ｔ（３％）の順で、この６種
類で全体の89％を占めています。

図3-1-5 種類別発生量構成比

③業種別発生量

産業廃棄物の発生量を業種別にみると、製造業が

最も多く、1,093千ｔ（全発生量の31％）、次いで、建
設業1,051千ｔ（30％）、電気・水道業910千ｔ（26％）
の順となっており、この３業種で87％を占めていま
す。

図3-1-6 業種別発生量構成比

（２）処理処分状況

①発生からの処理処分状況

発生量3,530千ｔの処理処分状況は、リサイクル量
1,671千ｔ（47％）、減量化量1,683千ｔ（48％）、最終処
分量165千ｔ（5％）等となっています。（図3-1-7）
平成７年度と比較すると、再生利用等の資源化が

進み、最終処分量が大幅に減少しています。

（注）産業廃棄物の実態調査については、県内事業所か

ら産業廃棄物排出事業所を抽出し、アンケート調査

により実施しています。調査は５年ごと実施してお

り、直近のデータは、平成12年度値です。
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鉱業 
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②種類別処理状況

汚泥については、1,625千ｔの発生量がありますが、
83％が減量化され、最終処分量は1％となっていま
す。

がれき類については、888千ｔのうち、93％がリ
サイクルされています。

廃プラスチック類では、163千ｔのうち、73％が
減量化されています。

最終処分量を種類別に見ると、燃え殻が49千ｔ
（全最終処分量の30％）で最も多く、次いで、がれ
き類が32千ｔ（19％）、汚泥が24千ｔ（15％）の順とな
っています。
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図3-1-7  平成12年度処理処分状況

図3-1-8 種類別処理状況（平成12年度）
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（３）産業廃棄物処理業の状況

産業廃棄物の処理について、廃棄物処理法では、

「排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄

物を自らの責任において適正に処理しなければなら

ない」と規定しています。「自らの責任において適

正に処理する」とは、排出事業者が「自ら処理する

場合」と「許可をもっている処理業者に処理を委託

する場合」とがあります。

実際には、多くの排出事業者が自ら中間処理施設

または最終処分場を設置することなく、産業廃棄物

の処理を産業廃棄物処理業者に委託しています。

本県における産業廃棄物処理業の許可件数は、平

成15年３月31日現在1,376件で、業の種類別では、収
集・運搬業（特別管理産業廃棄物の収集運搬業を含

む）の許可は1,214件で全体の約88％を占めています。
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表3-1-9 産業廃棄物処理業許可件数（平成15年３月31日現在）

許可区分 収集運搬
中間処理

最終処分
中間処理・

計
（処分） 最終処分

産業廃棄物 1,072 140 2 7 1,221

特別管理産業廃棄物 142 12 0 1 155

合　　計 1,214 152 2 8 1,376

（４）産業廃棄物処理施設の状況

廃棄物処理法第15条に基づく許可を受けている産
業廃棄物処理施設数は､平成15年３月末現在190施設
です｡

産業廃棄物処理施設のうち､焼却施設（汚泥、廃

油、廃プラスチック、その他）は60施設で、全許可
施設の32％を占めています。これらの施設は、廃棄
物処理法に基づきダイオキシン削減対策を講じてい

く必要があります。埋立中の産業廃棄物最終処分場

は12施設あります。

＊1安定型処分場：廃プラ、ゴムくず､金属くず､ガラスくず･コンクリートくずおよび陶磁器くず、がれき類など変化しない安定
した廃棄物で、土壌･砂礫等と同じで何ら環境を汚染しないものとして処分できるものを埋め立てる処分場

＊2管理型処分場：埋め立てられた時に分解､溶出等の変化を伴い､環境を汚染することがあるため、十分な管理が行えるように
処理して処分するための処分場。紙くず､繊維くず､動植物性残さ､ばいじん､汚泥などを処分する｡

①～⑪：中間処理施設　　　⑫、⑬：最終処分場（最終処分場には、埋立完了施設は含まない｡）

表3-1-10 産業廃棄物処理施設数（平成15年3月末現在）

施設の種類 許可対象となる処理能力 施　設　数

①汚泥の脱水処理施設 10m3/日超 32

②汚泥の乾燥施設 10m3日超 1

③汚泥の焼却施設 5m3/日超、200kg/時以上または火格子面積2m2以上 9

④廃油の油水分離施設 10m3/日超 3

⑤廃油の焼却施設 1m3/日超、200kg/時以上または火格子面積2m2以上 10

⑥廃酸･廃アルカリの中和施設 50m3/日超 2

⑦廃プラスチックの破砕施設 5 t/日超 8

⑧廃プラスチックの焼却施設 0.1 t/日超または火格子面積2m2以上 26

⑨木くず又はがれきの破砕施設 5 t/日超 69

⑩シアン分解施設 全て 3

⑪産業廃棄物焼却施設 200kg/時以上または火格子面積2m2以上 15

⑫最終処分場（安定型）＊1 全て 9

⑬最終処分場（管理型）＊2 全て 3

合　　　計 190



廃棄物処理法は、近年頻繁に改正され、規制の強

化が図られています。

県では、同法の多岐にわたる改正内容の周知や廃

棄物の適正処理を推進するため、�福井県産業廃棄

物協会とともに、講習会の開催等を通じて事業者お

よび処理業者にその周知徹底を図っています。

平成14年度からは、排出事業者を訪問し、廃棄物
処理法や産業廃棄物管理票＊1（マニフェスト）等の

普及啓発を行っています。
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第2節 適正処理の推進

１　廃棄物処理法の周知

平成 9 年改正 不法投棄に関する罰則の強化や原状回復
のための基金の創設など

平成12年改正 排出事業者の責任の強化、産業廃棄物管理
票制度の見直し、廃棄物の焼却の規制など

平成13年改正 ・１日当たりの処理能力が5 tを超える
「木くず又はがれき類の破砕機」を処
理施設の対象に追加
・「PCB」をポリ塩化ビフェニルと改め、
分解する施設を設置する場合は設置許
可が必要となった。など

平成14年改正 委託基準に委託契約関係書類の５年間
保存を追加、特別管理産業廃棄物の追
加など

平成15年改正 立入り検査等の権限強化、不法投棄未遂
罪の創設などの罰則強化、悪質事案につ
いての許可取消の義務化など

不法投棄対策については、「福井県廃棄物不法投

棄等対策要領」（平成３年策定）や「産業廃棄物処

理業者等監視指導マニュアル」（平成12年策定）を
基に、各健康福祉センターにおいて不法投棄の重点

監視地域を定め、休日・夜間も含め年間を通じて監

視パトロールを実施しています。

また、県が委嘱している不法投棄等連絡員からの

情報提供や不法投棄110番設置による県民からの情
報提供など、不法投棄等の未然防止と早期発見に努

めています。

この他、�福井県産業廃棄物協会が平成８年に設

置した「産業廃棄物適正処理監視指導員」や市町村

等の各種関係団体と連携した重点監視地域への合同

パトロールなども実施しています。

平成15年度には、県警察本部からの出向職員を増
員し、廃棄物対策課に監視指導グループを設置した

ほか、市町村職員を県職員に併任し産業廃棄物に係

る立入検査権を付与することにより県と市町村との

連携を一層強化し、産業廃棄物の不適正処理に係る

監視体制の強化を図っています。

また、福井、坂井、奥越、丹南、二州、若狭の６

ブロック別に、各健康福祉センター、土木事務所、

市町村、警察署等から組織されている「産業廃棄物

不法処理防止連絡協議会」に、各地域の森林組合、

内水面漁業協同組合を新たに加え、関係機関連携に

よる監視体制の強化を図っています。

表3-1-12 平成15年中の廃棄物処理法違反の検挙状況

（資料：福井県警察本部生活保安課）

2 不法投棄対策の推進

表3-1-11 廃棄物処理法の近年の改正状況

区　　分 検挙件数 検挙人員

無許可変更 １ ２
無許可処理業 ３ ３
委託基準違反 ４ ４
不 法 投 棄 ７ ８
野 外 焼 却 ２ ２
そ　の　他 １ １

計 18 20

不法投棄、野外焼却を見かけたら・・・

【不法投棄110番】
TEL 0776-20-0584

【廃棄物対策課】

＊1産業廃棄物管理票（マニフェスト）：排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬または処分を他人に委託する場合には、必要事
項を記載した産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなければなりません。この産業廃棄物管理票制度とは、産業廃棄
物の処理の各工程（収集運搬、中間処理等）ごとに終了の報告を受けていくことで、委託した産業廃棄物が適正に処理され
たことを排出事業者が確認する制度であり、排出事業者は最終処分の終了を確認するまで、自らが排出した産業廃棄物につ
いてその処理の責任を負うことになります。
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廃棄物の不法投棄や野外焼却の未然防止に対する

意識を高めるため、12月を「不法投棄等防止啓発月
間」と定め、啓発活動等を行っています。

平成15年度は、次の事業を実施しています。
①不法投棄等防止標語コンクールの実施

平成15年度標語

『汚すまい　自然も　文化も　住む街も』

②不法投棄等防止啓発ポスターの作成

③不法投棄等防止啓発月間における新聞、市町村

の広報誌への掲載、テレビ、ラジオによる広報

の実施

④事業所の立入検査、パトロールの集中実施

3 普及啓発事業の実施

「福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱｣におい

て、廃棄物処理施設設置許可の事前審査手続と廃棄

物処理法に定める基準よりも厳しい構造･維持管理

基準を定め、施設設置許可の事前審査を行っていま

す｡

また、｢産業廃棄物処理業者等監視指導マニュア

ル｣に基づき、最終処分場等の立入検査回数を増や

すなど施設への監視指導を強化しており、今後と

も､処理施設の安全性と信頼性を確保し、県民の生

活環境の保全を図っていきます。

4 安全で信頼性のある廃棄物処理施設の確保
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（１）行動指針および推進体制

自然・生活環境の保全、限りある資源の有効活用

および廃棄物最終処分場の延命化を図るためには、

廃棄物の発生を抑制するとともに、リサイクルを強

力に推進し、廃棄物を可能な限り資源として有効に

活用する「循環型」の社会経済システムへの転換を

図ることが必要です。

そこで、県では、平成14年3月に「福井県廃棄物
処理計画」を策定し、廃棄物の減量化とリサイクル

を推進するための施策や目標値を定めるとともに、

県民、事業者、市町村および県それぞれの役割や具

体的な行動指針を示しました。

第3節 資源循環システムの構築

1 ごみ減量化・リサイクルへの取組み【廃棄物対策課】

表3-1-13 「福井県廃棄物処理計画」の目標値

平成12年度 平成17年度 平成22年度

指　　　　標
現　　状

目　標　値 目　標　値

（予測値*） （予測値*）

目　標　値 1人1日当たりごみ排出量 975ｇ 930ｇ 753ｇ
（998ｇ） （998ｇ）

リサイクル率 16.8％ 26.8％ 31.0％
（19％） （23.5％）

*予測値：ダイオキシン類対策のための小型焼却炉使用の自粛や景気動向などを考慮して予測した値

①推進体制

学識経験者、県民、事業者および市町村等で構成

する「福井県ごみ減量化･リサイクル日本一総合推

進会議」を設置し、本計画に基づく施策を着実に推

進するため、県全体としての総合的な対策を協議し

ています。

また、平成14年12月には、ごみ減量化・リサイク
ルに関する実践的取組みを実施している各種団体が

集まり、｢ごみゼロふくい推進協議会｣が設立されま

した。同協議会では、各団体間の情報交換・交流を

行い、ごみ減量化・リサイクルに関する実践的取組

みを実施するとともに、県民への意識啓発を行って

います。

②ごみ減量化の推進

ごみの約３割を占めるといわれている生ごみにつ

いて、生ごみ処理機の普及により減量化を図ってい

ます。

また、街頭キャンペーン、マイバッグキャンペー

ン等の啓発事業を展開し、県民一人ひとりの自発的

な取組みを促進しています。

表3-1-14 生ごみ処理機普及台数（県補助件数）

③リサイクルの推進

市町村が行う分別収集体制の整備に対する財政支

援を行うとともに、集団回収実施団体等に対して奨

励金を交付し、古紙回収量の拡大を図っています。

また、リサイクル製品認定制度およびリサイクル推

進店登録制度により、再生品の普及拡大等に努めて

います。（第3部第2章2 28頁参照）

今後も、「ごみゼロ社会（循環型社会）」の実現に

向け、県民、事業者、市町村および県がそれぞれの

役割を分担し、相互協力の下、総合的な対策を進め

ていきます。

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

普及台数 11,213 8,356 2,701 1,248

普及累計 11,213 19,569 22,270 23,518

発生量が一般廃棄物の約11倍（平成12年度値353
万ｔ）にもなる産業廃棄物の減量化・リサイクルを

進めるためには、まず何よりも排出者である事業者

自らが自主的に取り組むことが必要です。

そこで、県では、事業者の自主的な取組みを促進

するため、平成６年に「産業廃棄物減量化指導員等

制度」を創設し、多量排出事業者にはその事業所の

減量化等の推進責任者となる「産業廃棄物減量化推

進員」を設けることを義務付けています。この「産

業廃棄物減量化推進員」を対象にした研修会を実施

（２）事業者の自主的な取組みによる廃棄物の減量化・リサイクルの推進



①容器包装リサイクル法

一般廃棄物の容積比で約６割を占める缶、びん、

ペットボトルなどの容器包装廃棄物のリサイクルを

推進するため、平成９年４月から「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）が本格施行されています。平

成12年度からは同法が完全施行され、これまでのび
ん、缶、ペットボトルおよび紙パックに加え、その

他の紙製容器包装、プラスチック製容器包装および

段ボールが法の対象となりました。県では、「第3期
福井県分別収集促進計画＊1」（平成14年7月策定）に
基づき、市町村における容器包装廃棄物の収集品目

の拡大を図るなど、分別収集体制の整備を進めてい

ます。

②家電リサイクル法

家電製品のリサイクルを推進するため、平成13年
４月から「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサ

イクル法）が本格施行されています。この法律は、

家電製品の小売業者に引き取り義務を、また製造業

者等（家電メーカー、家電輸入業者）に再商品化等

（リサイクル）の義務を課し、消費者に対しては収

集・再商品化等に要する費用の負担を求めるもので

す。テレビ、冷蔵庫、洗濯機およびエアコンの４品

目が対象になっています（平成16年4月から冷凍庫
も対象となります）。

県では、消費者（排出者）、小売店に対して、こ

の法律に基づくリサイクルが円滑に進むよう普及啓

発を進めています。また、廃家電の不法投棄への監

視にも力を入れていきます。

③パソコンリサイクル

平成15年10月から「資源有効利用促進法」に基づ
き、家庭系パソコンのリサイクルが始まりました。

これまで自治体が回収・処理していた家庭用使用済

パソコンを製造等事業者（パソコンメーカー等）に

より自主回収および再資源化を行い、消費者は収

集・再資源化に要する費用を負担するものです。

し、推進員の資質向上と事業所の減量化・再資源化

の推進を図っています。

このような取組みに加え、多量排出事業者の減量

化・リサイクルを一層推進するため、「第５次福井

県産業廃棄物処理計画」（平成10 年３月策定、計画
期間　平成10 ～14 年度）に基づき、「福井県産業廃
棄物自主管理システム」を平成11 年３月からスター
トしました。このシステムは、県が多量排出事業者

に対し自主的に取り組むべき事項を提示するととも

に、取組項目の自己評価マニュアルを提供するもの

です。また、多量排出事業者は、県が提示した取組

項目を参考に、自主管理計画を策定し、毎年自己評

価結果を県に報告します。県はその結果を集計・分

析し、研修会を実施しています。

また、環境マネジメントシステムの国際規格であ

る「ISO14001」の認証を取得する事業者が増えてお
り、これに基づき廃棄物の発生抑制・再資源化を含

め、事業活動による環境負荷を低減する取組みが進

んでいます。
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（３）容器包装廃棄物および家電製品のリサイクル推進体制の確立

表3-1-15 容器包装廃棄物の分別収集取組状況

区　　　　　分 19年度見込

無　色 33 全市町村

びん類 茶　色 33 全市町村

その他の色 33 全市町村

缶 類
スチール缶 全市町村 全市町村

アルミ缶 全市町村 全市町村

ペットボトル 全市町村 全市町村

食品トレイ 18 25

その他のプラスチ
13 29

ック製容器包装

飲料用紙パック 17 30

紙 類
段ボール 16 33

その他の紙製容器
7 29

包装

取組市町村数
（平成15年
12月現在）

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

＊1福井県分別収集促進計画：各市町村が策定する「市町村分別収集計画」を踏まえ、容器包装廃棄物の分別収集リサイクルの
推進に関することについて、県が策定する計画



（１）環境調和型農業【農畜産課】

家畜排せつ物や食品廃棄物、生ごみ等の未利用有

機性資源の有効活用を図り、環境調和型農業を推進

するため、平成13年３月に「福井県未利用有機性資
源活用基本計画」を策定しました。また、未利用有

機性資源を分別・収集し、堆肥化して農業において

活用するためのモデル実証事業を鯖江市と三国町で

取り組むとともに、市町村およびブロック単位で

「未利用有機性資源活用推進協議会」を設置し、活

用方針づくりを進めてきました。

今後は、これらの活用方針等に基づき、広域的・

総合的な堆肥化施設の設置に向けて市町村およびブ

ロック段階での検討を進めていきます。

一方、家畜排せつ物や籾殻に対しては補助事業等

を活用して堆肥化施設を整備してきましたが、「家

畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する

法律」が平成16年11月から実施に移されることから、
県計画に基づき堆肥化施設を整備する農家に対し、

期限を定めて金融・税制上の支援措置を設け、施設

整備の推進を図っています。

また、堆肥の活用・流通を円滑化するため、「福

井県堆肥生産利用推進協議会」が中心となって、各

堆肥センターで生産される堆肥の品質向上対策を行

い、水稲や園芸の生産への活用促進を図ることとし

ています。
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2 未利用有機性資源の活用

図3-1-16 未利用有機性資源の循環利用図

（２）食品リサイクル【農林水産振興課】

①食品廃棄物の現状

食品廃棄物は、食品の製造や調理の段階で発生す

る動植物性の残さが産業廃棄物に分類され、食品の

流通段階（スーパー等）や消費段階（レストラン・

家庭等）で発生する売れ残り、食べ残し等は一般廃

棄物に分類されます。

食品廃棄物は、一般廃棄物および産業廃棄物をあ

わせ、全国で年間1,800万トン強が排出されています。
本県では平成12年度の推計で産業廃棄物が12千ト
ン、一般廃棄物が107千トン、合計119千トンが排出
されています。

家庭から排出される生ごみについては、各市町村

の助成制度により導入されたコンポスト容器や家庭

用生ごみ処理機で処理され、生産された堆肥は家庭

菜園や花壇等に利用されています。

産業廃棄物では２千トン（19％）が堆肥や飼料等
に再生利用されており、一般廃棄物では４千トン

（４％）が堆肥利用されています。

県内では、池田町において平成14年11月から牛糞
と生ごみを原料とした堆肥化施設を稼動しており、

今後一般廃棄物の再生利用率を高めていくことが必

要です。



②食品リサイクル法

平成13年５月に施行された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）では、

食品関連事業が排出する食品廃棄物について、再生

利用等の実施率を平成18年までに20％に向上するこ
とが義務付けられています。

これにより食品関連事業者は食品廃棄物の発生抑

制、再生利用（肥料、飼料化等）、減量のいずれか

の方法により再生利用等に取り組むこととなりまし

た。

県では食品リサイクル法の普及啓発のため、平成

15年10月に「食品環境セミナー」を県内の食品製造
業者、流通関連業者、外食産業事業者、国、県、市

町村のリサイクル行政担当者等を対象として実施し

ました。このセミナーでは、法律の周知を図るとと

もに、本県の事業者が取り組んでいる実例について

紹介しました。
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食品循環資源＊1 再生利用

図3-1-17 食品リサイクルの流れ

製造段階

流通段階

消費段階
（外食等）

動植物性残さ

売れ残り、食品廃棄

調理くず、食べ残し、
食品廃棄

↓

↓

食品廃棄物等

�

� �

�

＊1食品リサイクル法では、食品廃棄物等のうち、肥料、飼料
等に有効利用されているものを「食品循環資源」という

（３）木質系資源有効利用促進【森づくり課】

資源の循環利用を進めていく観点から、林地に残

った間伐材や現在焼却・廃棄されている製材工場か

ら排出される端材・木屑などの未利用木質資源を有

効に利用していくことが求められています。

そのためには、これらの未利用資源の生産・収

集・変換・利用の各段階が有機的につながり、全体

として経済性のある循環システムを構築する必要が

あります。

このため、県では、地域の条件にあった導入可能

なシステム等について産学官連携による検討を行っ

ています。



（１）建設リサイクルの現状

福井県では、建設工事から発生する廃棄物のリサ

イクル率は全体では９割となっていますが、木材に

ついてはリサイクルが遅れています。

図3-1-18 建設廃棄物のリサイクル率（福井県）

（２）法律制定の背景

建設工事から発生する廃棄物は種類が多く、福井

県では産業廃棄物全体の約３割を占めており、分別

しなければごみとして最終処分されることになりま

す。また全国的に見ても最終処分場の残存容量はあ

とわずかとなっています。

また、昭和40年代の高度経済成長期に大量に建設
された建築物が今後更新期を迎え、解体廃棄物の排

出が現在より増えることが考えられます。

このため、廃棄物の分別・リサイクルおよび適正

処理をより一層促進させるため、「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）が、平成14年５月30日から全面施行されました。

（３）法律の概要

この法律は３つの柱から成り立っています。

図3-1-19
分別解体・リサイクルの発注から実施への流れ

（４）建設リサイクルを進めるために

法の実効性を確保するため、日常のパトロールに

加え、年２回、施工中の工事現場を対象に、県内一

斉パトロールを実施しています。

また、建設リサイクルを総合的に推進するため、

県内の国、県、市町村の工事発注機関、建設業団体

等からなる「建設副産物対策連絡協議会」において、

廃棄物の利用実態の把握と情報交換を進め、リサイ

クル率の向上に取り組んでいます。
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3 建設リサイクル【土木管理課】

0 20 40 60 80 100％ 

建設廃棄物全体 

コンクリート塊 

アスファルト塊 

建設発生木材 

建設汚泥  
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93
96

78.1
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99.8

95.4
100
99.7

15.1
12.1

53.4

0.5
72

96

平成 ７年度 
平成12年度 
平成14年度 

①分別解体・リサイクルの義務付け
②分別解体・リサイクルの実施を確保する
ための措置
③解体工事業の登録制度の創設
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県では、（財）福井県産業支援センターを通じて、

県内における様々な分野での産学官共同研究を推進

しており、環境関連技術の開発についても支援して

います。

①戦略的地域産学官共同研究促進事業

福井県として今後推進すべき戦略的な先端研究分

野において、産学官の力を結集して新産業創出等に

資する産学官共同研究を実施します。

②企業共同研究支援事業

民間企業が具体的ニーズに直結した技術課題解決

のために、県内公設試験研究機関の人材、設備、蓄

積技術を活用して実施する共同研究を支援します。

③技術研究開発助成事業

新技術、新製品に関する研究開発事業で、新規性

の高いものや、本県産業技術の高度化、先端化に資

する研究開発として波及効果が高い研究を支援しま

す。

第2章　環境関連産業の創造と振興

第1節 産学官の連携による環境関連技術・製品の開発

1 産学官による研究開発支援【地域産業･技術振興課】

表3-2-1 （財）福井県産業支援センターによる環境関連研究開発事例

（１）衛生環境研究センター【環境政策課】

衛生環境研究センターでは、大気や河川・湖沼･

海域および地下水等の環境汚染の発生や広がりの防

止のため、測定や調査研究を行っています。また、

環境関連技術の開発にも取り組んでいます。

○河川水質浄化研究事業【平成15～16年度】
県内産の天然素材である木炭やゼオライトの水質

浄化メカニズムや浄化能力を解明し、得られた成果

から湖沼に流入する河川の水質浄化装置を開発す

る。

○湖沼底質改善研究事業【平成15～16年度】
底泥からの窒素・リンの溶出を防止する底質改善

剤の実用化をめざすもので、底泥の酸素が少ない状

態になりやすい湖で、窒素・リンの溶出のメカニズ

ムを解明する。

2 県の試験研究機関における環境関連技術等の研究開発

事　業　名 研究テーマ名【事業年度】 研　究　概　要

排水中の環境汚染物質の各種除去システム

装置開発の可能性調査

【平成11～14年度】

放射線を利用した環境負荷炭素化合物の低

減への可能性調査

【平成14年度】

環境共生型生分解性ウレタンの開発可能性

調査【平成14年度】

バーク堆肥と石炭灰を用いた法面吹付材の

開発【平成14年度】

建設発生木材および間伐材生チップの植生

基盤への適応に関する研究

【平成15年度】

フライアッシュを用いた越前瓦素地の結晶

制御技術研究【平成15年度】

染色工場等の化学工場からの排水に含まれるフ

ェノール類を、酵素によって沈殿処理する装置

を開発する。

使用済み核燃料および放射性廃棄物の有効利用

を図ることを目的に、放射線を用いて環境ホル

モンなどの有害物質を分解する技術を開発す

る。

天然資源を有効利用した、人と環境に優しい生

分解性ウレタンを開発する。

抜根材チップを発酵させた堆肥と石炭灰および

発泡ガラスを有効に活用し、侵食や流出しにく

い法面吹付材を開発する。

建設廃材および間伐材生チップの法面植生基材

としての有用性を実証する。

火力発電所から発生する石炭灰を瓦原料の粘土

の代替として有効利用する技術を確立する。

①戦略的地域産学官共同研究

促進事業

②企業共同研究支援事業

③技術研究開発助成事業
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（２）工業技術センター【地域産業・技術振興課】

工業技術センターでは、県内産業の活性化に向け、

様々な分野の研究開発を実施しており、環境関連技

術の開発についても取り組んでいます。

表3-2-2 工業技術センターの環境関連研究開発事例

事　業　名 研究テーマ名【研究期間】 研　究　概　要

機械の振動･騒音制御技術に関する研

究

【平成11～15年度】

有害化学物質吸着材料の開発

【平成11～15年度】

超臨界加工技術の開発

【平成11～15年度】

ワラストナイト合成技術を用いた低

温焼結セラミックスの開発

【平成11～14年度】

フライアッシュの機能化処理と農業

資材への活用

【平成13～15年度】

廃棄物焼却炉排ガス中のダイオキシ

ン類吸着用活性炭の開発

【平成15～17年度】

モルデナイト型モレキュラーシーブ

の特性制御研究

【平成15～17年度】

作業環境の快適化を図るため、産業機械の振動・騒

音制御技術を研究し、低振動・騒音で高性能な産業

機械を開発する。

炭化水素系ガス等の有害物質に対して吸着能を有す

る化学構造を繊維、高分子材料表面に導入する方法

を研究する。

染色工程において環境負荷物質となる廃液をなくす

ため、二酸化炭素を利用した超臨界加工技術を開発

する。

セメント工場からの廃棄物である廃セメントや廃ガ

ラス、珪石等を使用し、透水性に優れたセラミック

ス材を開発する。

火力発電所の廃棄物である石炭灰を主原料にした灌

水用セラミックス多孔質管などの農業資材を開発す

る。

焼却炉排ガス中のダイオキシン類の除去を目的とし

て、繊維加工廃棄物を原料とした活性炭を開発する。

県産モルデナイト質凝灰岩を利用して、住環境にお

ける揮発性有機化合物や河川等における水質汚濁物

質の吸着に優れた機能性材料を開発する。

環境対応等成長分野技術高度化

事業

技術開発研究事業

地域科学技術振興研究事業

環境調和型新事業創出研究事業

（３）雪対策・建設技術研究所【土木管理課】

雪対策・建設技術研究所では、本県の自然条件お

よび経済社会条件を踏まえ、環境負荷の少ない雪対

策技術や自然との共生、リサイクルの推進に対応し

た建設技術の研究開発を行っています。

○街路樹の剪定クズと下水汚泥を用いて堆肥化し、

植栽の土壌改良材等で活用を図る研究

○廃プラスチックから得られるワックス成分を用い

たわだち掘れのしにくい耐久性のある舗装技術の

開発

○軟弱土に石炭灰を混ぜて道路路盤や盛土に有効利

用する技術の開発

○木材チップと現地発生表土を混ぜることにより、

その土地本来の植生による生態系の保全を目指し

た法面緑化技術の調査研究

○地下水の節減もしくは地下水を使用しない消雪、

融雪方策に関する研究開発（詳しくは第３章第１

節４地盤沈下 43頁に記載）

環
境
関
連
産
業
の

創
造
と
振
興
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県では、中小企業創造活動促進法等に基づく融資

および補助などにより、環境関連ビジネス分野への

新規参入や事業拡大に向けた取組みに対して、支援

しています。

また、産業支援機関等と連携し、技術開発や経営

支援施策等に関する情報提供や相談・助言、公害防

止や環境保全に必要な機械設備導入への支援などを

行っています。

第2節 環境関連産業に対する支援
【経営支援課、商業･サービス業振興課、企業立地･マーケット戦略課、地域産業･技術振興課】

表3-2-3 環境関連産業に対する主な支援制度

支　援　制　度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先

県地域産業･技術振興課
TEL 0776－20－0374

県工業技術センター
TEL 0776－55－0664

県企業立地・マーケット戦略課
TEL0776－20－0375

県制度融資
県経営支援課　金融グループ
TEL 0776－20－0367

小規模企業者等設備資金貸付等
�福井県産業支援センター
TEL 0776－67－7409

�福井県産業支援センター
TEL 0776－67－7420

�福井県産業支援センター
TEL 0776－67－7420

県工業技術センター
TEL 0776－55－0664

○福井県創造技術研究開発費補助金
県内産業の技術高度化等を促進するため、中小企業が実施する新製品開発や

生産工程の自動化、高効率化のための技術研究開発に対し、その必要経費の一
部を助成しています。
・募集時期：毎年１月頃
・補助率等：試作開発枠：２／３以内（１件1000万円以内）

創造的大型枠：２／３以内（１件3000万円以内）
・補助対象経費：原材料費、機械装置・工具器具費、外注加工費、技術指導

受入れ費、その他の経費

○企業立地促進補助金・促進資金融資
環境関連の製造業、試験研究所を対象として、県または市町村の誘致企業で

投下固定資産や新規雇用者数等について、一定の要件を充足する企業に、補助
や融資を行っています。

○県制度融資、小規模企業者等設備資金貸付等
中小企業者が公害防止施設の設置、改善、産業廃棄物処理施設の設置、また

はエネルギーの有効利用等を図る設備の導入に必要な資金を融資しています。

○新事業フロンティア発掘育成支援事業
県内外の起業家を対象に県内で開始する有望な事業計画を募集し、優秀な計

画を表彰しています。
・新事業フロンティア大賞100万円、奨励賞10万円
・受賞者に対する事業立ち上げ資金の助成

○中小企業アドバイザーの派遣
企業等の省エネルギー等に関する技術研究開発について、アドバイザーを派

遣しています。
・費用（アドバイザーの謝金と旅費）の１／３の負担が必要
・幅広い専門家からの助言が受けられます。
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製品やサービスの購入に当たって、必要性を十分

に考慮し、価格や品質、デザインだけでなく、環境

のことを考え、環境への負荷ができるだけ少ないも

のを優先して購入する「グリーン購入」は、循環型

社会づくりに重要な役割を担っています。

県では、「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）」の施行に伴い、

県自らが環境配慮商品等を優先的に購入するため、

平成13年4月、「福井県庁グリーン購入推進方針」を
策定しました。この方針に基づき、特に環境配慮商

品の購入を推進する重点品目や調達目標などを、毎

年度「調達計画」として策定し、県の全ての機関で、

計画的にグリーン購入に取り組んでいます。

また、企業や県民へグリーン購入の取組みの輪を

広げていくため、平成13年7月、行政・企業・団体
で構成する「グリーン購入ふくいネット」を設立し、

フォーラムや懇談会の開催、ホームページや情報紙

による情報提供などを行っています。

このほか、平成15年12月に開催した「ふくい環境
フェア」では、環境ビジネス展として、県内10の企
業･団体に出展いただき、省エネ家電やリサイクル

製品、太陽光パネルなどを展示して、グリーン購入

の普及啓発を行いました。

表3-2-4 平成14年度の主要品目の調達実績

第3節 環境調和型製品の需要の拡大

1 グリーン購入の推進【環境政策課】

重点品目 調達率（基準適合品数／総数）

コピー用紙 99％ （ 6,917／6,972万枚）

文具類 99％ （267,095／268,860点）

事務用備品 99％ （ 1,875／ 1,902点）

作業服 100％ （ 1,889／ 1,895着）

インテリア寝具 100％ （ 8,000／ 8,001点）

ＯＡ機器 97％ （ 2,103／ 2,177点）

家電製品 89％ （ 90／ 101台）

自動車 100％ （ 12／ 12台）

13年度 12分野104品目

14年度 14分野131品目

15年度 15分野141品目

調達計画で定める重点品目

グリーン購入ふくいネット

会員数 行政42、企業253、団体33
（平成15年12月現在）

活動内容
�「グリーン購入セミナーinふくい」の開催
日　時　平成15年9月10日（火）
場　所　福井県庁

�ブロック別懇談会の開催（県内３ヵ所）
�イベント等での商品展示
アースデーふくい、環境フェアなど

�ホームページによるグリーン商品、販売店、取組事例等の情報発信
�情報紙の発行（年2回）
�展示用パネル、展示用グリーン商品の貸出し

（http://www.gpfn.jp）
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（１）リサイクル製品認定制度　

福井県リサイクル製品認定制度は、リサイクル製

品の利用促進およびリサイクル産業の育成を図り資

源循環型社会を推進していくため、主に県内で発生

される再生資源を利用して製造される製品を県が認

定するものです。平成11年12月の施行から５年目を
迎え、平成15年11月現在で48製品を認定しています。
15年度は、火力発電所から出る焼却灰（フライア
ッシュ）を利用したコンクリート製品や間伐材など

を利用した植生基盤材（保水・保肥性に優れ、植物

の生育を促す）など、５製品が認定されています。

焼却灰などは、リサイクル製品として生まれ変わら

なければ、最終処分場に埋め立てられていたもので

あり、これらを原料としたリサイクル製品の活用は、

最終処分場の延命化、バージン原材料の節約など循

環型社会の推進に大きく貢献することになります。

県では富山県、石川県と協力して、北陸三県のリ

サイクル認定品共通パンフレットを作成したり、平

成15年10月に富山県で開催されたごみ減量化の全国
大会に展示ブースを設置するなど認定品のＰＲを積

極的に行っています。

また、リサイクルの対象範囲を広める取組みとし

て、溶融スラグ＊1を県の公共事業に活用していくこ

とを検討しています。溶融スラグは、コンクリート

製品の原料である砂などの代用として使用できるた

め、活用が進めばさらに最終処分場の延命化などに

貢献することができます。

2 リサイクル製品の利用拡大【廃棄物対策課】

＊1溶融スラグ：ごみを1,200度以上の高温で溶かした後、水などで冷却され結晶化したもので、直径５ミリから0.5ミリくらいの
硬く細かいガラス状の物質です。鉛などのような有害な重金属は溶融スラグの中に閉じこめられ、外には出ないようになり
ます。

図3-2-5 福井県リサイクル認定製品販売実績・認定数
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（２）リサイクル推進店

県では再生品の需要拡大および廃棄物の減量化・

リサイクルに積極的に取り組んでいる店舗をリサイ

クル推進店として登録しています。具体的には、買

い物袋の持参運動の推進、簡易包装の取組み、ペッ

トボトルや食品トレイ等容器包装の店頭回収などを

積極的に実施していること等が登録の要件となりま

す。平成11年12月から登録を開始し、平成15年度で5
年目を迎え、131店舗が登録されています。

図3-2-6 福井県リサイクル推進店登録店舗数
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木は日本の文化を育んできた軽くて強い自然素材

で、木目の心地良さ、暖かさ、柔らかさ、調湿作用

など、多様な優れた特性を持っています。

また、化石燃料や鉱物と違い再生産が可能なこと、

大気中のCO2を炭素として固定･貯蔵すること、鉄な

どに比べ少ないエネルギーで加工できることなど、

地球環境への負荷を軽減するクリーンな資源として

も注目を集めています。

特に、県産材の利用は、林業をはじめとする地域

産業の活性化を促し、健全な森林整備を通して森林

の持つ多様な機能の発揮につながります。

県では公共施設等の木造・木質化や公共土木工事

等への間伐材利用を推進するとともに、乾燥材等の

品質・性能の明確な製品の安定供給を図ることによ

り住宅などでの利用を支援しています。

3 県産材の活用【森づくり課】

活用事例（三国町艇庫）

地域の木で家をつくることは、気候･風土に適応した健康で快適な住空間の形成だけではなく、地域
山林の保全、関連する地域産業の活性化、地域らしい住文化や街並み景観の継承など、元気で豊かな地
域の形成にもつながります。
《助成制度のご案内》
県では、耐震や省エネなどに一定の性能を確保しながら使用木材の50％以上を県産材とした在来木

造住宅に対して助成する「福井県良質住宅普及促進事業」を行っています。

コラム 地域の木で家をつくろう！【建築住宅課】
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（１）水質汚濁に係る環境基準＊2等

「人の健康の保護に関する項目（以下「健康項目」）」

はカドミウム等の有害物質26項目について定めら
れ、すべての公共用水域に一律に適用されています。

「生活環境の保全に関する項目（以下「生活環境

項目」）」はBOD＊3、COD＊4等9項目について、利用目
的等に応じて定められた各公共用水域の類型ごとに

基準値が定められています。県内では24河川、2湖
沼、8海域について類型が指定されています。
また、環境基準項目の他に「要監視項目＊5」に指

定されている物質があります。

県では、水質汚濁防止法の規定に基づき、公共用

水域の水質汚濁の状況を把握するため、毎年、常時

監視を実施しています。

（２）環境基準の達成状況

平成14年度の結果は次のとおりです。
①健康項目

河川44、湖沼3および海域6の計53地点で測定を行
いました。その結果、化学工場からの排水が原因で

「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」が御清水川の１地

点で不適合でしたが、 他の項目はすべての地点で環

境基準に適合していました。

②生活環境項目

平成14年度の県内の公共用水域のBOD、CODの状
況は図3-3-1のとおりです。

ア　河川

類型指定されている24河川・50地点のうち磯部
川、鞍谷川および井の口川の3地点でBODの環境基
準不適合があり、達成率は94%でした。
測定地点ごとのBOD、CODの値をランク付けする

と表3-3-2のとおりであり、人為汚濁の少ない上流部
の河川が上位となっています。北川は上流から下流

まで汚濁が少ない川といえます。

一方、市街地下流部の河川では汚濁が進んでいます。

表3-3-2 測定地点別の水質ランキング

イ　湖沼

北潟湖および三方五湖の17地点のうち9地点で
CODの環境基準不適合があり、達成率は47％でした。
富栄養化＊6の指標である窒素および燐については、

15地点中全窒素は12地点、全燐は4地点において不
適合であり、達成率は全窒素20％、全燐73％でした。
湖沼の水質は年度による変動が大きく、今後もその推

移を慎重に考察していく必要があります（図3-3-4～6）。

第3章　地球環境の保全

第1節 水環境の保全

1 公共用水域＊1の水質 【環境政策課】

水　域　名　 御清水川
調 査 地 点　 水門
項　　　目　 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
基　準　値　 10mg/L以下
測　定　値　 22mg/L（年平均値）

＊1公共用水域：河川・湖沼・港湾・沿岸海域その他公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水
路その他公共の用に供される水路のことです。

＊2環境基準：人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、環境施策に係る行政上の目標の
ことです。大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音について定められています。

＊3ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）：水中の汚濁物が微生物の働きによって分解されるときに必要な酸素の量で、河川の有機
汚濁を測る代表的な指標です。この値が大きいほど河川の汚濁が進んでいることになります。

＊4ＣＯＤ（化学的酸素要求量）：水中の汚濁物を酸化剤で化学的に分解したときに消費される酸素の量で、湖沼や海の汚れを
測る代表的な指標です。この値が大きいほど湖沼や海の汚濁が進んでいることになります。

＊5要監視項目：人の健康の保護に関連する物質ですが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基
準健康項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきものとして、クロロホルム等22項目が指定されています。

＊6富栄養化：水が循環しにくい水域において、生活排水等の流入による窒素・燐濃度の上昇により、植物プラクトンが異常に
繁殖して水質が著しく悪化する状態をいいます。

順位 河川名 測定地点 類型 BOD
環境
基準

1 大納川 末　端 － 0.5 －
足羽川 天神橋 A 0.6 2

2
北　川 高塚橋 A 0.6 2
北　川 上中橋 A 0.6 2
北　川 西津橋 A 0.6 2

（ベスト3） （単位：mg/L）

（ワースト3） （単位：mg/L）

順位 河川名 測定地点 類型 BOD
環境
基準

1 馬渡川 末　端 － 14 －
2 磯部川 安沢橋 D 9.2 8
3 鞍谷川 小富士橋 D 8.7 8
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ウ　海域

8海域・36地点すべてでCODの環境基準を達成し
ていました。窒素および燐については、16地点中、
全燐が小浜湾雲浜地先の1地点で不適合であり、達
成率は94％でした。

表3-3-3 環境基準の達成状況（平成14年度）
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水の汚れ具合を判断する代表的な指標として、河川についてはBOD、湖沼と海域についてはCODが
あり、この値が小さいほど「きれいな水」ということになります。
環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい目標値です。河

川や湖沼、海域は、その利用形態や目的に応じて類型が定められており、類型ごとにBODやCODの環
境基準値は異なっています。例えば、河川で一番上のランクになるAA類型ではBODの基準値は
1mg/L以下ですが、一番下のランクのＥ類型では10mg/L以下になります。
ある河川のBODの値が5mg/Lの時、その類型がAAならば環境基準不適合となり、E類型ならば環境

基準達成となります。従って、環境基準を達成しているかどうかだけでは「きれいな水」かどうかの判
断はできず、BODの値の確認が必要です。

コラム 「環境基準」と「類型」と「きれいな水」の関係

水　域　名 河川 湖沼 海域

健　康　項　目 98% 100% 100%
BOD（COD） 94% 47% 100%
全　窒　素 ― 20% 100%
全　　　燐 ― 73% 94%

項
　
　
目

生
活
環
境

（河川はBOD、湖沼・海域はCODで評価）

図3-3-5 北潟湖の水質の推移

③要監視項目
河川42、湖沼5の計47地点すべて、全項目指針値
以下でした。

図3-3-6 三方五湖の水質の推移

図3-3-4 環境基準達成率（BOD･COD）の推移



川の生きものを調べよう（水生生物による水質調査）

川底や川岸にある石のうらなどに生息する生物の種類は、水の汚れの影響を反映しています。これら
の指標となる生物（指標生物）の種類毎の出現状況を調べて川の水質を判定します。
誰にでもわかりやすく手軽に調査できることから、水環境保全意識の普及啓発を図る目的で、全国各
地で多数の参加者が調査しています。
平成14年度には、県内で小中学校等17団体の協力を得て22河川46地点で調査が行われ、調査結果は
表3-3-11のとおりでした。
毎年、参加団体を募集していますので、一度、身近な河川について調査を実施してみませんか？

（３）海水浴場の状況

県内31海水浴場（利用者数おおむね１万人以上）
において、平成15年5月の水浴シーズン前に水質検
査を実施しました。検査項目のうち特に病原性大腸

菌O－157については、7月の水浴シーズン中にも調査
を行いました。

その結果、環境省の判定基準によれば、表3-3-7の
とおりすべての海水浴場が「適」に該当しており、

また、病原性大腸菌O－157については全て不検出で
した。

県内の海水浴場は引き続ききれいな状態が保たれ

ています。

表3-3-7 海水浴場の調査結果（平成15年度）

（４）水生生物生息調査

公共用水域の水質については、BOD等の化学的な

面から調査が行われていますが、水中あるいは水底

に生息する生き物（サワガニ、トビケラなど）を調

べる生物学的な方法もあります。

県内の主要河川3地点で調査した結果は、表3-3-8
のとおりでした。

表3-3-8 水生生物等生息調査結果（平成14年度）
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区　　分 海水浴場数 割合（％）

適
水質AA 28 90

水質 A 3 10

可
水質 B 0 ―

水質 C 0 ―

不　　適 0 ―

調査地点 ASPT値＊ 環境省による
水質階級

九頭竜川（中角橋） 7.3 Ｉ

日野川（清水山橋） 6.2 Ⅱ

北　　川（綿谷橋） 7.9 Ⅰ

＊ASPT値：総合的な河川の環境の良好性を相対的に表す指
標です。採取した水生昆虫の種類ごとに点数を

付け積算したもので、1～10までの範囲で数値が
小さいほど水質が汚濁していることを意味して
います。

水質階級 指標生物の種類
アミカ ヒラタカゲロウ
ウズムシ ブユ
カワゲラ ヘビトンボ
サワガニ ヤマトビケラ
ナガレトビケラ
○イシマキガイ コガタシマトビケラ
オオシマトビケラ スジエビ
カワニナ ヒラタドロムシ
ゲンジボタル ○ヤマトシジミ
コオニヤンマ
○イソコツブムシ ヒル
タイコウチ ミズカマキリ
タニシ ミズムシ
○ニホンドロソコエビ
アメリカザリガニ セスジユスリカ
エラミミズ チョウバエ
サカマキガイ

少し
きたない水
（Ⅱ）

きたない水
（Ⅲ）

きれいな水
（Ⅰ）

大変
きたない水
（Ⅳ）

表3-3-9 指標生物と水質階級の関係 表3-3-10 参加団体（平成14年度）

表3-3-11 水生生物による水質調査結果

注）○は海水の少し混ざっている汽水域の生物

区　　分 参加団体数

小　学　校　　　　　 11

中　学　校　　　　　 5

子 供 会 等　　　　　 1

合　　計　　　　　 17

水　質　階　級
平成14年度

地点数 割合（％）

きれいな水 Ⅰ 38 83

少しきたない水 Ⅱ 6 13

きたない水 Ⅲ 2 4

大変きたない水 Ⅳ 0 ―

合　　　計 46 100

注）複数の階級で判定された地点は、よい方の階級に含
めました。

コラム



（１）工場･事業場等に対する規制と指導【環境政策課】

①排水基準等　　　　　　　

ア　法律に基づく規制

水質汚濁防止法により特定施設＊1を有する工場や

事業所に対し、有害物質27項目、生活環境項目14項
目について排水基準を設けて排水濃度を規制してい

ます。

「湖沼｣（日向湖を除く三方五湖、北潟湖）および

「閉鎖性海域｣（敦賀湾、矢代湾、世久見湾、小浜湾、

内浦湾）に排水する特定事業場に対しては、全窒素

および全燐についても排水基準が適用されていま

す。

イ　条例・要綱に基づく規制

県では、水質汚濁防止法の全国一律の排水基準で

は環境基準の維持達成が困難な九頭竜川水域等11水
域において、BOD、CODおよびSS＊2の上乗せ排水基

準を設け、法よりも厳しい規制を行っています。

また、排出量が一定規模以上の事業者に対し、排

出水の負荷量を規制しています。

湖沼については、「湖沼の富栄養化防止に関する

工場・事業場排水指導要綱」に基づく指導基準を定

め、三方五湖（日向湖を除く）に流入する窒素・燐

の負荷の抑制を強化しています。

②工場・事業場に対する監視・指導

平成14年度の特定施設の届出状況および排水基準
適合状況等の立入検査結果は次のとおりです。

主な違反は、製紙業でのpH、染色整理業でのBOD、

SSの排水基準超過です。

排水基準違反事業場に対しては、排水処理施設の

維持管理の徹底などを指導した結果、各事業場とも

排水の水質は改善されています。

表3-3-12 特定施設の届出・立入検査結果

図3-3-13 県内の特定事業場の内訳

図3-3-14 行政指導件数の推移

③農林水産業に対する指導

ア　農業に対する指導【農畜産課】

農業における化学肥料や農薬による水など環境へ

の負荷を低減するため、土づくりや化学肥料・農薬

の使用の適正化を図ることが重要です。このため県

では、施肥の手引きや農作物病害虫防除指針を定め

指導を行っています。

「農業排水浄化促進事業」では、梅園から流出する

肥料分をケナフに吸収させ、排水浄化に取り組むと

ともに、主要湖沼流域において、側条施肥田植機や

緩効性肥料の普及促進の啓発を実施しています。

表3-3-15 側条施肥田植機および緩行性肥料の利用率
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2 公共用水域の水質保全の取組み

届出事業場数 法による 2,788

調査事業場数 226

調　査　結　果 排水基準適合 206

排水基準不適合 20

＊1特定施設：カドミウム等の有害物質を含んだり、ＢＯＤ等の水の汚染状態を示す項目に関して、生活環境に係る被害を生じ
るおそれがある程度ある汚水や廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令で定められています。

＊2ＳＳ（浮遊物質量）：水中に浮遊している微細な固形物の量で、この値が大きいほど汚濁が進んでいることになります。

旅館業 
1,245

187

車両洗浄施設 し尿処理施設 

豆腐製造業 

洗たく業 
186

149
93

 
その他 
928

合計 
2,788

項　目 対象湖沼 H10年 H14年

側条施肥田植機 北潟湖 48 66
利用率（％） 三方五湖 51 59

緩行性肥料 北潟湖 13 51
利用率（％） 三方五湖 19 31

26
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イ　水産業に対する指導【水産課】

近年、海面魚類養殖において、凍結餌料の解凍液

等の海中流出による水質汚濁が懸念されています。

このため、県では、養殖の主力になりつつあるトラ

フグ（若狭ふぐ）を対象に、水質汚濁の軽減を図る

ため、海中流出が少ない配合飼料を使用し、さらに、

現在の飼育方法よりも低密度、低給餌での養殖技術

の確立を目指し研究を行っています。

また、「持続的養殖生産確保法」（平成12年4月施行）
に基づき、漁業協同組合等に対して養殖漁場の環境

保全に関する計画の策定について指導しています。

表3-3-16 平成14年度環境保全計画策定実績

ウ　畜産業に対する指導【農畜産課】

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関

する法律」により平成16年11月1日から適切な家畜排
せつ物の処理や施設の管理が義務化され、畜産農家

から排出されるふん尿等の地下浸透が禁止されます。

これらの汚水は、堆肥化しますが、利用しきれない

汚水については、浄化処理を行う必要があります。

北潟湖および三方五湖周辺の畜産農家に対して

は、排水の水質測定の結果に基づき特別の指導を行

っています。

表3-3-17 平成14年度畜産農家水質検査状況

（２）下水道の整備【都市整備課】

①公共下水道

公共下水道は、家庭や事業場からの汚水処理およ

び雨水を排除するために地方公共団体が事業を実施

し、管理している下水道です。

平成14年度末現在、7市18町3村１事務組合で処理
を開始しています。普及率は平成14度末で57.8%と、
全国平均の65.2％を下回っており、県としても市町
村との連携を密にして整備を推進していきます。

②流域下水道

流域下水道は、2以上の市町村の公共下水道から
汚水を集めて処理するもので、主に公共用水域の水

質保全を効率的に行うことを目的とし、原則として

県が設置、管理するものです。

本県では、１市6町（福井市の森田地区と川西地
区の一部、坂井郡6町）で九頭竜川流域下水道（竹
田川処理区）の整備を進めており、昭和52年度から
事業に着手し、昭和57年から順次供用を開始してい
ます。また、北潟湖周辺については、汚濁負荷量の

軽減および効率的整備の観点から、北潟湖流域の生

活排水等を流域下水道に排出することとしていま

す。
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漁港名 小浜市漁業協同組合

期　間 平成14年4月～平成17年3月

水質・底質
溶存酸素（DO）

底生動物
保全目標項目

硫化物量（TS）

畜　産 戸 口 地　域

乳　牛 1 奥越

豚 5 坂井、南越

検査項目：pH、BOD、COD、SS、大腸菌群数、全
窒素、全燐

図3-3-18 県内の下水道普及率の推移

年度



（３）生活排水対策【環境政策課】

私たちの身近な水路や小川には生活排水が流れ込

み、河川や湖沼の汚れの主な原因となっています。

汚れをなくすには、生活排水をきれいにして戻すこ

とが必要です。

汚水を処理する施設には下水道、集落排水、合併

処理浄化槽などがあり、県では「福井県汚水処理施

設整備構想」を策定し、これに基づき効率的かつ経

済的な汚水処理施設の整備推進を図っています。
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図3-3-19 汚水処理施設の概要



①集落排水施設の整備

【農村振興課、水産課、森づくり課】

農業用水や公共用水域の水質保全と農村・漁村・

山村等の生活環境の改善を目的として、集落排水施

設の整備を進めています。

集落排水施設は１集落または数集落を単位として

実施する、集落形態に応じた比較的小規模の汚水集

合処理施設です。

図3-3-20 県内の集落排水施設整備状況

ア　農業集落排水

平成14年度は、今庄中部地区ほか5地区で供用を開
始しています。また、今庄中部地区では処理施設と

あわせて集落排水汚泥の堆肥化施設を整備しました。

イ　林業集落排水

美山町間戸地区において、平成12年度から平成14
年度にかけて森林居住環境整備事業により、し尿や

生活雑排水を処理する合併処理浄化槽を設置し、当

該地域の生活環境基盤の整備と河川等の水質保全を

図りました。

②合併処理浄化槽の普及【食品安全・衛生課】

浄化槽のうち、し尿のみを処理する単独処理浄化

槽では、生活雑排水をそのまま河川等に放流するこ

とになり、公共用水域の水質保全のためには、し尿

と生活雑排水を併せて処理できる合併処理浄化槽を

整備していく必要があります。なお、浄化槽法の改

正により、平成13年からは、単独処理浄化槽の新規
設置はできなくなりました。

県では、整備促進に取り組む市町村に対して支援

を行っています。また、浄化槽設置者に対する講習

会での適正な維持管理や、施工状況、放流水質に関

する検査結果による必要な改善等について指導して

います。

図3-3-21 県内の浄化槽新設基数の推移

（４）閉鎖性水域の水質保全対策【環境政策課】

①湖沼の水質保全対策

北潟湖および三方五湖は水質汚濁が著しいことか

ら、富栄養化の原因物質である窒素と燐について環

境基準の類型指定を行うとともに暫定目標値を定め、

総合的な水質保全対策を進めています。（表3-3-22）
平成15年度には、三方五湖において、天然素材で
ある木炭などを利用して湖沼に流入する河川の水質

を浄化することや、湖沼の底泥からの窒素・燐が溶

出することを防止する底質改善剤の実用化を目指す

湖沼水質浄化研究事業を開始しました。

また、三方湖などにおけるアオコについては、平成

12年度以降、夏期の大規模な発生はありませんでした。

②海域の水質保全対策

敦賀湾、小浜湾、矢代湾、世久見湾および内浦湾

については、特に入り組んだ閉鎖的地形で水が循環

しにくいことから富栄養化による水質の悪化が進行

しやすい環境です。

このため、この5湾については、水質汚濁防止法
に基づき、平成5年から事業所排水に含まれる窒
素・燐を規制するとともに、平成10年3月には窒
素・燐に係る環境基準の類型指定を行いました。

現在のところ、COD、窒素、燐ともおおむね環境

基準を達成していますが、今後とも環境基準を維

持・達成していくため、下水道等の整備や肥料の流

出防止などの対策を総合的に推進していきます。

（５）水質異常時対策【環境政策課、河川課】

①水質異常事故の発生状況

水質異常事故は、多くの場合、県民の方から市町村

や県の機関への通報されることにより発見されます。
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平成14年度は、油の流出で11件、魚類のへい死で
10件の通報がありました。（図3-3-24）
また、原因別の内訳は、図3-3-23のとおりでした。

図3-3-23 水質事故の原因別内訳（平成14年度）

②事故に対する対応

水質事故に対し、県では「九頭竜川・北川水系河

川水質汚濁防止連絡協議会」および「二級河川水質

汚濁防止連絡協議会」の関係機関と連携しながら、

その原因の究明、被害の拡大防止および原因者に対

する指導等適切な措置を講じることとしています。

③未然防止のための事業者への指導・啓発

水質汚濁防止法や県公害防止条例に基づく各種届出

の受理に当たって、計画段階で事業者への指導を行っ

ており、今後とも、各事業所に設置される公害防止管

理者に対する研修会等を通じて排水処理施設や使用す

る有害物質の適正な管理を指導していきます。

特に、事故や災害などによる水質異常時において、

迅速かつ的確に対応できるよう、PRTR法の平成14
年４月からの全面施行に合わせて、事業者等の有害

化学物質保有状況を把握し、データベース化するな

どして、未然防止に活用していきます。
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表3-3-22 北潟湖・三方五湖水質保全対策の概要(平成15年度)
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図3-3-24 水質事故発生状況の推移
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地下水は、一般に水質が良好で水温の変化が少な

いことなどから、身近にある貴重な水資源として広

く活用されています。特に、本県では飲用水として

の需要が高く、平成14年度では、県内水道水の
73.5％が地下水を水源としています。
また、土壌は食物を育てる、水を浄化し地下水を

かん養するなど生物が生存するうえで重要な役割を

担っています。

一方で地下水や土壌は、いったん汚染されるとそ

の影響が長期間にわたり継続することから、汚染の

未然防止と浄化対策の推進が重要になります。

（１）地下水汚染

①地下水汚染に係る環境基準

地下水質の環境基準は、人の健康を保護する観点

から、「公共用水域における人の健康の保護に関す

る環境基準項目」と同じ26項目について、同じ基準
値が設定されています。

また、要監視項目に指定されている項目があります。

②地下水汚染の監視

ア　監視体制

毎年、「地下水の水質の測定に関する計画」を作

成し、計画的に調査しています。（図3-3-26）

イ　汚染発見時の対応

（ア）住民の方への説明等

環境基準を超える地下水汚染が発見された場合

は、当該市町村や健康福祉センターが、地区住民の

方に対し調査結果を説明するとともに、飲用の自粛

や水道水への切り替えを指導します。

（イ）浄化対策

環境基準を超える地下水汚染が発見された地区に

ついて、事業者からの聞き取り調査等から汚染源を

特定し、汚染者負担の原則を基本とした浄化対策を

推進しています。

③地下水汚染の状況

平成14年度までの調査により、県内において地下
水中の汚染物質濃度が環境基準を超えている地区は

31地区となっています。その内訳は、人為的汚染に
よるものが27地区、砒素による自然由来のものが5
地区となっています。（表3-3-27、図3-3-28）

表3-3-27 地下水汚染地区数

注）１地区では汚染物質が重複しています

3 地下水・土壌環境の保全【環境政策課】

汚染物質 汚染地区数

トリクロロエチレン 16

テトラクロロエチレン 8

1,2‐ジクロロエタン 1

六価クロム 1

硝酸性及び亜硝酸性窒素 1

砒素 5

図3-3-26 地下水常時監視調査の概要と調査手順

地下水質

概況調査

・全体的な地下水質の概況を把握
・地下水の利用状況、工場等の立地状況などを考慮して県内60井戸を選定
・環境基準項目と要監視項目を年２回（春、秋）調査

汚染井戸

周辺地区調査

・地下水汚染の範囲を特定
・汚染井戸の周辺で、井戸を選定
・汚染が確認された項目とその分解生成物について調査

定期モニタ

リング調査

・汚染地区を継続的に監視し、経年的な変化を把握
・汚染地区内で、地下水の流れなどを考慮して井戸を選定
・汚染が確認された項目とその分解生成物を年２回（春、秋）調査

汚染が発見された時

地区内の数地点を選定



④平成14年度の調査結果

ア　概況調査

（ア）環境基準項目

環境基準を超えた地点はありませんでしたが、

1,1,1-トリクロロエタン、硝酸性及び亜硝酸性窒素が
各１地点で検出されました。

（イ）要監視項目

ニッケル、アンチモンおよびフタル酸ジエチルヘ

キシルの３項目を調査した結果、調査した全30地点
ですべて不検出でした。

イ　汚染井戸周辺地区調査

概況調査により、1,1,1-トリクロロエタンが検出さ
れた地区の周辺井戸16地点、硝酸性及び亜硝酸性窒
素が検出された地区の周辺井戸10地点で調査を実施
しましたが環境基準を超えた地点はありませんでし

た。

ウ　定期モニタリング調査

平成13年度までの調査により、環境基準を超える
地下水汚染が認められた31地区については、汚染の
経年的変化を把握するため、モニタリング調査を実

施しています。その結果、環境基準超過地区におけ

る各地区の最高濃度井戸の最近２年間（13年度と14
年度）の平均濃度は、過去の最高濃度の2～74％に
減少しています。

⑤未然防止の指導等

地下水調査のほか地下水汚染を防止するため以下

のような監視・指導等を行っています。

ア　工場・事業場に対する規制等

水質汚濁防止法や県公害防止条例に基づき、有害

物質の地下浸透規制の徹底を図っています。また、

有害化学物質の使用実態の把握に努め、使用事業者

に対しては、適正な使用、管理および処理や代替品

への切り替えなどを指導しています。

イ　施肥技術の研究等【農業技術経営課】

農耕地からの肥料流出の実態を明らかにするた

め、畑地、樹園地における施肥窒素の動態調査を行

うとともに、農地からの肥料流出を低減するため、

新たな施肥技術の実用化研究に取り組んでいます。

特に、水稲では、これまでに実用化した肥効調節型

肥料を用いた全量基肥施肥法が普及しています。

さらに、堆肥等の地域内で入手可能な有機資材を

用いた、施設野菜等の減化学肥料栽培技術を確立し

ています。

病害虫防除では、減農薬や無農薬栽培など環境に

やさしい防除技術を確立するため、フェロモン剤を

用いた施設野菜の栽培技術、害虫の農薬に対する抵

抗性の有無、天敵を利用した害虫の防除方法やその

増殖技術などの調査研究に取り組んでいます。
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図3-3-28 地下水汚染状況
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（２）土壌汚染

①工場・事業場における土壌汚染の未然防止

水質汚濁防止法や県公害防止条例に基づき有害物

質の地下浸透規制の徹底、有害化学物質使用事業者

に対する適正管理・使用・処理や代替品への切り替

え等の指導を行っています。

②土壌汚染対策法に基づく対策

平成15年2月に土壌汚染対策法が施行されたこと
に伴い、関係者に対する法の周知を図るとともに、

土壌汚染状況調査の実施の徹底など法の規定に基づ

いた指導を確実に実施します。

表3-3-29 県内の土壌汚染対策法施行状況（平成15年11月15日現在）

有害物質使用特定施設の使用が廃止された件数 ４件
法３条関係 土壌汚染状況調査を実施中の件数 １件

都道府県知事の確認により調査が猶予された件数 ３件
法４条関係 調査命令を発出した件数 ０件
法５条関係 指定区域として指定した件数 ０件

図3-3-30 土壌汚染対策法の概要（環境省「水環境行政のあらまし　土壌環境の保全」より）

③農用地の土壌汚染対策【農畜産課】

農用地土壌汚染防止法により、農作物の摂取によ

る健康被害を防止する観点からカドミウムについ

て、また、農作物の生育阻害を防止する観点から

銅・砒素について、基準が定められており、基準を

超える汚染が発見された場合には、「重金属汚染地

域」に指定するとともに、当該地域で生産される農

産物を食用に供することを禁止していますが、平成

16年3月現在、本県には指定地域はありません。
県では、土壌汚染を未然に防止することを目的と

する「土壌環境基礎調査」により、定点圃場を設置

し、土壌汚染の実態を継続して調査しています。平

成15年度は、いずれの地域においても汚染は認めら
れず、各有害成分とも自然賦存量の範囲内でした。

○対象物質：汚染された土壌の直接摂取による健康影響 
（特定有害物質）－表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属等 
　　　　　　地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響 
　　　　　　　　－地下水等の摂取の観点から設定された土壌環境基準の溶出基準項目 

・有害物質使用特定施設の使用の廃止時 
・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県が認めるとき 

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者） 

【汚染の除去等の措置】 【土地の形質の変更の制限】 

※指定調査機関（環境大臣が指定）が調査 

する 

しない 

調　査 

指定区域 

指定区域の土壌汚染により健康被害が生
ずるおそれがあると認めるときは、都道
府県が汚染原因者（汚染原因者が不明等
の場合は土地所有者等）に対し、汚染の
除去等の措置の実施を命令 

指定区域において土地の形質変更をし
ようとする者は、都道府県に届出 
適切でない場合は、都道府県が計画の
変更を命令 

土壌汚染の除去が行われた場合には、
指定区域の指定を解除・公示 

※土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、汚染の除去等の措置を助成し、助言、普及啓発 
　等を行う指定支援法人を指定し、基金を設置 

○仕組み 

非指定区域 

調査・報告 

土壌の汚染状態が指定区域の指定に係る 
基準に適合 

指定及び公示 
（台帳に記載） 

都道府県が指定・公示するとともに、 
指定区域台帳に記載して公衆に閲覧 

【直接摂取によるリスク】 
①立入禁止　②舗装 
③盛土　　　④土壌入換え 
⑤土壌汚染の除去（浄化） 

【地下水等の摂取によるリスク】 
①地下水の水質の測定　②不溶化 
③封じ込め（原位置、遮水工、遮断工） 
④土壌汚染の除去（浄化） 

・ ・ 

指定区域の管理 



（１）地盤沈下＊1の現状

地盤沈下とは、地下水の過剰な採取によって地盤

が沈下する現象です。

福井市南部地域の下荒井地区では、41年から49年
までの８年間に最大 43.5cm（年平均5.4cm）の沈下
が観測されましたが、諸対策を講じた結果、地下水

位は年々上昇傾向を示し、沈下は昭和53年以降沈静
化しています。

（２）地盤沈下の監視体制

①水準測量＊2

福井平野における水準測量を昭和50年度から実施
しており、昭和60年度以降、年間１cm以上の地盤沈
下はありませんでした。

特に、平成４年度以降、約98％の地点が年間沈下
量５mm未満でした。

②観測井

県内には、地下水位の変動を観測するため33の井
戸があり、そのうち、７井戸には地盤沈下計＊3が設

置されています。

観測井戸における水位は、年々上昇しており、地

盤沈下も沈静化の状況にあります。

（３）地盤沈下の防止対策

①条例による規制

県公害防止条例では、揚水機の管の断面積（２つ

以上ある場合には、その合計）が19.6cm2以上につい
て、届出を義務付けています。

また、地下水の採取により、地下水の水位が著し

く低下した場合等には、必要な措置をとるよう勧告

します。

②要綱

「福井県地盤沈下対策要綱」（昭和50年10月）に基
づき、地盤沈下が観測された福井市南部地域（約

14km2）について、新しい井戸の掘削を抑制すると
ともに、地下水採取者に対して、節水および水利用

の合理化を指導しています。

また、各事業所に水量測定器の設置を義務付ける

とともに、1,000ｍ3／日以上の地下水を採取する事

業所に対しては、水管理者の選任や、地下水利用計

画書の提出等を義務付けています。
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4 地盤沈下 【環境政策課、生活課】

図3-3-31 福井市南部地域における地下水位の状況

図3-3-32 福井市南部地域における地盤沈下の状況
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（４）消雪、融雪方策に関する技術開発【土木管理課】

雪や凍結対策として、地下水を利用した消雪や融

雪が道路において行われています。

しかし、地下水を利用した消雪や融雪は、地下水

位の低下と地盤沈下を引き起こす原因となっていま

す。

一方、消雪や融雪のための電力や石油の消費は、

二酸化炭素の排出削減の視点からも再検討が必要で

す。

こうしたことから、本県の地域性を踏まえて、地

下水の節減もしくは使用しない方策および環境に配

慮したよりクリーンなエネルギー利用について、県

雪対策・建設技術研究所では研究開発を行ってお

り、さらにこれらの技術的な確立と普及を図ってい

きます。

図3-3-33 福井市南部地域における地下水採取の状況

＊1地盤沈下：地盤沈下とは、地下水の過剰揚水によって帯水層の水位が低下し、粘土層の間隙水が帯水層に排出され、その結
果、粘土層が圧密収縮を起こし、地表面が広い範囲にわたって徐々に沈下していく現象です。地盤沈下の進行は緩慢で確認
しにくく、また、いったん沈下するとほとんど復元は不可能といわれています。

＊2水準測量：地盤沈下現象を把握する方法として一般的に行われているのが水準測量です。水準測量は、２地点に標尺を立て
て、その中間に水準儀の望遠鏡を水平において、２つの縮尺の目盛りを読み、その差から高低差を求める作業のことです。
測量は昭和50、51、52、53、54、56、60、63年度と、平成４年度以降は４年毎に行っています。

＊3地盤沈下計：地層の位置およびその量を調査することで地盤沈下の状況を観測する機器で、通常、二重管構造の井戸を設置
し、内管の抜け上がり量によって、地盤の沈下量を測定します。

《消雪、融雪方策に関する研究開発》

○地下水の有効利用
地下水の温度を利用して歩道を無散水で融雪した後、その水を車道に散水して消雪する技術

○地下水使用の節減
路面の状況を的確に把握して稼働させる積雪センサーを開発し、従来の降雪を検知するセンサーに比べて稼働
時間の短縮を図る。
消雪区間を分割し、一定時間ごとに交互に散水することにより、消雪効果を保ちながら節水を図る。

○河川水等の利用
河川水または渓流水の利用
（平成14年度末現在、県管理道路の消融雪延長244.3kmのうち３割で利用）

○地熱・ソーラー熱の利用
クリーンなエネルギーである地熱またはソーラー熱を利用した消融雪技術の研究開発
ａ基礎杭利用地熱融雪システム（パイプインパイル融雪）
・コンクリート基礎杭の中空内部に水を満たし、杭の壁面を通して地熱により温め、これを舗装体内部に埋
設した放熱管の中に循環させて舗装上の融雪を行う。
・歩道や駐車場のみならず橋梁等にも適用できる技術を確立する。
ｂ蓄熱材封入による路面凍結抑制技術
パラフィンまたは芒硝のように３～７℃の間で液体と固体に相変化する物質を、舗装体の中に埋設したパイ
プに封じ込み、液体と固体の潜熱の差による凍結時の放熱を利用する。この方法では、完全な融雪や凍結防止
は困難であるが、特に、凍結頻度の高い鋼床版橋の凍結程度を一般道路並みのレベルにすることができる。



水は、日常生活や社会経済活動に欠くことのでき

ない、限りある貴重な資源です。この貴重な水資源

を量、質ともに大切に守るためには、水利用やそれ

を支える自然環境を損なうことのないよう健全な水

循環を形成するとともに、地域の風土に根ざした水

と緑に囲まれた豊かな水環境を築き上げることが必

要です。

近年、水の豊かな本県においても、渇水の頻発、

地下水位の低下、水質の汚濁など水に関する多くの

問題が顕在化するなど、健全な水循環を構築するこ

とが重要な課題となっています。

このため、本県では、平成10年度に資源利用と環
境保全の両面が調和した循環型水利用社会の構築を

めざす「福井県水資源総合計画」を策定し、この計

画を基本として、水資源の安定的供給を柱に、効率

的な水利用や健全な水循環の形成、水環境の保全等

総合的で計画的な水資源関連施策を着実に推進して

います。
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5 健全な水循環の確保【生活課】

図3-3-34 水資源総合計画に関する施策の体系

 
 安定した水供給 水資源の安定的確保 多目的ダムの計画的整備 
   地下水の計画的利用 
   農業用ため池の整備 
  水供給体制の整備 水道供給体制の整備 
   工業用水道の整備 
   農業水利施設の整備 
 地下水の保全と適正利用 地下水の汚染防止対策の充実 地下水の汚染防止 
   廃棄物による汚染防止 
  地下水の保全対策の充実 地下水位観測体制の整備 
   地盤沈下監視体制の充実 
   地下環境情報の整備 
   地下水かん養の調査・研究の充実 
 効率的な水利用 節水の普及促進 節水意識の高揚 
   節水機器の導入 
  水使用の合理化 生活用水 
   工業用水 
   農業用水 
  水の再利用の推進 生活用水の再利用 
   下水処理水の再利用 
   雨水の有効利用 
 健全な水循環の形成 水源地域の保全 森林の水源かん養機能の維持強化 
   水源かん養保安林の拡充 
  水質汚濁の防止 発生源対策 
   閉鎖性水域の水質保全 
   河川の汚濁被害防止 
  良好な水質の確保 公共用水域の水質監視 
   安全でおいしい水道水の確保 
  排水処理施設の整備促進 公共下水道の整備 
   集落排水施設の整備 
   合併処理浄化槽の普及促進 
 豊かな水環境の保全 親水空間の整備促進 河川空間の整備 
   ダム湖周辺環境の整備 
  水辺環境の保全 河川美化活動の促進 
   上下流交流連携活動の促進 
  環境教育の促進 環境保全意識の高揚 
   緑化保全意識の高揚 
 渇水・緊急時の水確保 地下水利用施設の活用 遊休井戸等の活用 
  給水施設の整備促進 水道施設の耐震化 
  塩水化対策の充実 生活用水の塩水化対策 
   農業用水の塩水化対策 
  渇水時の体制の整備 渇水に備えた体制の強化 

環
境
と
調
和
し
た
循
環
型
水
利
用
社
会
の
構
築 

【基本目標】 　【施策展開の基本方向】　　　　　　【項目】　　　　　　　　　　【細項目】 
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（１）大気汚染に係る環境基準＊1等

大気汚染については、二酸化窒素、ベンゼン、ダ

イオキシン類等10項目について環境基準が定められ
ています。

県および4市2町1組合では、環境基準の達成状況
を把握し、汚染を未然に防止するため、ばい煙＊2排

出量の多い地区や交通量の多い道路沿いを中心に測

定局を42箇所設置して大気の汚染状況を測定してい
ます。

また、緊急時に迅速かつ的確に対応できるよう各

測定局と中央監視局を無線または電話回線で結ぶテ

レメータシステムにより常時監視しています。

第2節 大気環境の保全

1 大気環境の現状【環境政策課】

表3-3-35 大気汚染常時監視測定局の設置状況（平成15年3月31日現在）

区　　　　　　　　分
設　置 地　　　　　　区

計
主　体 福　井 坂　井 奥　越 丹　南 二　州 若　狭

一般環境大気測定局
県 3（3） 6（6） 1（1） 4（4） 3（3） 1（1） 18（18）
市　町 7（4） 6（2） 6（6） 1（1） 20（13）

自動車排出ガス測定局
県 1（1） 1（1） 1（1） 3（ 3）

市　町 1 1（ 3）
計 12（8） 12（8） 1（1） 11（11） 5（5） 1（1） 42（34）

図3-3-36 大気汚染常時監視測定局の設置状況

（注） （ ）内の数字は、県のテレメータシステムに接続されている局数で内数

＊1環境基準：人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、環境施策に係る行政上の目標の
ことです。大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音について定められています。

＊2ばい煙：燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじんおよび物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生
するカドミウム、塩素、ふっ化水素などの物質をいいます。



（２）環境基準の達成状況

平成14年度における環境基準の達成状況は、二酸
化硫黄、二酸化窒素および一酸化炭素についてはす

べての測定局で環境基準を達成しており、良好な大

気環境が維持されています。

光化学オキシダント＊1については、24局中23局で
環境基準を超過しました。また、平成2年以来12年
ぶりに二州地域（敦賀市、三方町、美浜町）で健康

被害等を未然に防止するために光化学スモッグ注意

報を発令しました。

浮遊粒子状物質＊2については、4月に黄砂現象がみ
られたため、短期的評価＊3では38局中37局、長期的
評価＊3では38局中31局で環境基準を超過しました。
また、有害大気汚染物質＊4のうち9物質について大
気中濃度を測定しましたが、環境基準の定められて

いるベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロ

エチレンおよびジクロロメタンの４物質について

は、すべての地点で環境基準を達成していました。

①大気汚染物質別の状況

ア　硫黄酸化物＊5

硫黄酸化物の環境基準は、その大部分を占める二

酸化硫黄について定められています。

県内の二酸化硫黄濃度は、昭和46年度以降、徐々
に減少し、近年では低い濃度レベルで推移していま

す。

図3-3-37 硫黄酸化物の年平均値の推移

イ　窒素酸化物＊6

窒素酸化物の環境基準は二酸化窒素について定め

られています。

県内の二酸化窒素濃度は、環境基準の下限値

（0.04ppm）を下回る0.01ppm（一般測定局）および
0.02ppm（自排測定局）前後で推移しています。

図3-3-38 窒素酸化物の年平均値の推移
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＊1光化学オキシダント：大気中の窒素酸化物や炭化水素が紫外線により光化学反応を起こし、二次汚染物質として生成するオ
ゾンやＰＡＮ（パーオキシアセチルナイトレート）等の酸化性物質のうち、二酸化窒素を除いたものをいい、光化学スモッ
グの状態を示す指標として用いられます。

＊2浮遊粒子状物質：大気中に浮遊しているほこり、砂じん、すす等の粒子状物質のうち、粒径10μｍ以下のものをいいます。
発生源としては、工場などからのばいじんや粉じん、ディーゼル車の黒煙、自然原因などがあります。

＊3短期的評価・長期的評価：大気の環境基準の評価は、基準として1時間値が定められているものについては短期的評価を、1
時間値の1日平均値が定められているものについては長期的評価を行い、両方が定められているものについては両方の評価を
行います。短期的評価とは1時間毎の測定結果を基準の1時間値に照らして評価することです。長期的評価とは年間に渡る1日
平均値について測定値の高いほうから2％の範囲にあるものを除した1日平均値（年間365日分の測定値がある場合、高いほう
から7日分を除いた8日目の測定値）を基準の1時間値の1日平均値に照らして評価することです。

＊4有害大気汚染物質：低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質のことをいい、該当する可能
性のある物質として234種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質（優先取組物質）としてトリクロロエチレン等
22種類がリストアップされています。

＊5硫黄酸化物：主に重油等の燃料や原料中に含まれる硫黄分が燃焼することにより生じ、呼吸器に悪影響を及ぼすほか、酸性
雨の原因物質にもなっています。

＊6窒素酸化物：主に石油等の化石燃料の燃焼によって生じ、発生源としてはボイラーや自動車等があります。排出ガス中の窒
素酸化物の主成分は一酸化窒素ですが、大気中に排出されると、次第に酸化されて二酸化窒素になり、呼吸器に悪影響を及
ぼすほか、酸性雨や光化学スモッグ汚染の原因物質にもなっています。

10 11 12 13 14
年度 

濃度（ppm） 

0.010 

0.008 

0.006 

0.004 

0.002 

0

0.003

0.003

0.005
0.004

0.003

一般測定局 

0.021

10 11 12 13 14
年度 

濃度（ppm） 
0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

0

0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

0.021 0.022 0.020 0.020

一般測定局 自排測定局 



47

第３章　地球環境の保全●

ウ　浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質は、大気中に比較的長時間滞留す

ること、気道や肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼ

すことから、環境基準が定められています。

全測定局における浮遊粒子状物質の濃度は、おお

むね横ばいに推移しています。

図3-3-39 浮遊粒子状物質の年平均値の推移

エ　一酸化炭素＊1

一酸化炭素は、血液中のヘモグロビンと結合して

酸素を運搬する機能を阻害するなど人の健康に影響

を与えることから、環境基準が定められています。

県内の全測定局における一酸化炭素の濃度は、お

おむね横ばいに推移しています。

図3-3-40 一酸化炭素の年平均値の推移

オ　光化学オキシダント

県内の全観測局における光化学オキシダントの濃

度の推移は図3-3-41のとおりです。光化学オキシダ
ントの発生は気象条件に大きく影響されるため、年

により変動がみられます。

図3-3-41 光化学オキシダントの年平均値の推移

カ　炭化水素＊2

大気中の炭化水素濃度については、指針値（午前

６時から９時までの３時間平均値が0.20～0.31ppmC）
が定められています。平成14年度に指針値を超過し
た地点はありませんでした。

県内の全測定局における炭化水素の濃度は、おお

むね横ばいに推移しています。

図3-3-42 非メタン炭化水素の年平均値の推移

＊1一酸化炭素：物の不完全燃焼により発生し、主に自動車が発生源となっていることから、交通量の多い道路沿いにおいて重
点的に監視を行っています。

＊2炭化水素：メタンを除く炭化水素（「非メタン炭化水素」という）は、光化学オキシダントの原因物質の一つと考えられてお
り、自動車、塗装工場、有機溶剤使用工場やガソリンスタンドなど、種々の発生源から排出されています。

一般測定局 自排測定局 
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測 定 局 名

清 明
福 井
セ ン タ ー
石 盛
河 合
大 宮
順 化
今 市

社
足 羽
三 国
三国南保育所
宿 保 育 所
浜四郷公民館
安 島 保 育 所
芦 原
金 津
中 川
丸 岡
北 丸 岡
春 江
坂 井
高 柳
中 郷
敦 賀
和 久 野
気 比
武 生
武 生 南
味 真 野 大 気
旧味真野大気
武 生 北
武 生 西
神 明
� 江
� 江 東
御 幸
小 浜
大 野
今 立
三 方

項目

設置主体
年度

県
県
県
市
市
市
市
市
市
市
県
町
町
町
町
県
県
広域圏
県
町
県
県
県
県
県
県
市
県
市
市
市
市
市
県
県
市
市
県
県
県
県

○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　○　○　　　　　　　　　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　○　○　○　○　○　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　　　　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　○　○　○　○　○　○　○　○
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　●　○　○　　　　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　●　○　○　　　　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　　　　　　　　

○　○　○　●　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　●　○　○　　　　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　　　　　　　　

○　○　　　　　　　　　　　　　　　　　○　○　　　　　　　　
○　○　　　　　　　○　○　　　　　　　●　●　　　　　　　○　○　　　　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　●　●　●　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　●　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　○　○　　　　　　　　

○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　　　　　　　○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　

○　○　　　　　　　　　　　　　　　　　○　○　　　　　　　　
○　○　○　○　○　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　●　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　○　○　○　○　○　○　●　●　●　●　●　○　○　　　　　　　　

○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　
○　○　○　○　●　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○　　　　　

○　○　　　　　　　○　●　　　　　　　●　●　　　　　　　○　○　　　　　
○　○　　　　　　　○　○　　　　　　　●　●　　　　　　　○　○　　　　　
○　　　　　　　　　○　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　
○　　　　　　　　　○　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　

29 29 27 29 31 35 36 33 35 38 16 16 16 18 23 36 36 24 26 27
100 100 100 100 100 100 100 100 97 18 0 0 0 0 0 100 100 100 96 100

2 2 1 1 1
100 100 100 100 100

10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14

測　定　局　数
達　成　率　（%）

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 光化学オキシダント 二酸化硫黄 一酸化炭素

測 定 局 名

自 排 福 井
自 排 月 見
自 排 敦 賀
自 排 � 江

項目

設置主体
年度

県
市
県
県

○　○　○　○　○　　　　　　　　　　　●　○　　　　　　　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○
○　○　○　○　○　　　　　　　　　　　●　●　●　●　○　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○
○　○　○　○　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○
○　○　○　○　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　○　○　○　○
4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 － － － － － 0 50 0 0 100 － － － － －

4 4 4 4 4
100 100 100 100 100

10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14

測　定　局　数
達　成　率　（%）

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 光化学オキシダント 二酸化硫黄 一酸化炭素

表3-3-43 一般環境大気測定局環境基準達成状況

表3-3-44 自動車排出ガス測定局環境基準達成状況

（注）○は環境基準達成、●は環境基準超過であることを示します。また、空欄は測定を行っていない項目です。
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②有害大気汚染物質の状況

平成14年度は、優先取組物質22物質のうち環境基
準の定められているベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレンおよびジクロロメタンの4物
質のほか、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、

水銀化合物、ヒ素化合物および酸化エチレンを加え

た9物質について、一般環境、固定発生源＊1周辺およ

び沿道を含む5地点で調査を行いました。その結果、
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチ

レンおよびジクロロメタンについては、すべての地

点で環境基準を達成していました。

図3-3-45 ベンゼンの年平均値の推移 図3-3-47 トリクロロエチレンの年平均値の推移

図3-3-46 テトラクロロエチレンの年平均値の推移 図3-3-48 ジクロロメタンの年平均値の推移

③移動測定車による測定結果

固定局が設置されていない地域等の大気汚染状況

を把握するため、移動測定車（みどり号）による測

定を行っています。

平成14年度の測定結果は次のとおりです。

表3-3-49 みどり号による測定結果（平成14年度）

測定地点 大飯町 名田庄村 上中町 南条町 勝山市
本郷 小倉 兼田 牧谷 昭和町

測定月 5～6月 6～7月 8～9月 9～10月 11月

測定日数 31 27 27 27 27

二酸化
○ ○ ○ ○ ○

硫黄

二酸化 ○ ○ ○ ○ ○
窒素

一酸化 ○ ○ ○ ○ ○
炭素

浮遊粒子 ○ ○ ○ ○ ○
状物質

光化学 25 2 6 10 0
オキシダント

（注）○：環境基準達成　●：環境基準超過　跨線橋
光化学オキシダントについては環境基準超過日数

＊1固定発生源：工場・事業場に設置されるボイラーや廃棄物焼却炉などのばい煙発生施設をいいます。

3.0 

2.0 

1.0 

0
10

2.0 2.0 2.1
1.9

1.4

11 12 13 14年度 

�／m3

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0
10

0.97

0.74

1.7

1.3

0.36

11 12 13 14年度 

�／m3

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0
10

0.32

0.21 0.20

0.17 0.11

11 12 13 14年度 

�／m3
4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0
10

3.7

2.7

3.6

2.3

1.7

11 12 13 14年度 

�／m3

大気環境測定車みどり号



（１）固定発生源対策

①法律に基づく規制

工場・事業場や建築物の解体作業等から発生する

ばい煙や粉じんについては、大気汚染防止法により、

排出を規制しています。

表3-3-50 大気汚染防止法による規制の概要

表3-3-51 区域別Ｋ値

②条例に基づく規制

ア　特定工場

福井県公害防止条例により、通常の燃料使用量が

600kg／時間以上（重油換算）の工場・事業場を特
定工場と定め、硫黄酸化物の総量規制を実施すると

ともに、低硫黄分の燃料を使用するよう指導してい

ます。

特定工場以外の中小規模の工場・事業場に対して

は、低硫黄分の燃料を使用するよう指導し、硫黄酸

化物の排出抑制を図っています。

表3-3-52 燃料中の硫黄分についての指導基準

イ　ばい煙に係る特定施設

廃棄物焼却炉や酸による反応施設など有害物質を

使用または排出する施設をばい煙に係る特定施設と

規定し、施設の設置者には届出義務を課しています。

また、金属の精製または鋳造の用に供する溶解炉に

ついてはばいじん、廃棄物焼却炉についてはカドミ

ウム等の有害物質４項目、その他の有害物質使用施

設についてはカドミウム等有害物質５項目のうち関

係する項目について規制基準を定め、大気汚染のよ

り一層の軽減を図ることとしています。
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2 大気環境保全対策　【環境政策課】

＊1Ｋ値：大気汚染防止法に基づき、施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物許容排出量を算出する際に使用する定数です。
区域ごとに定められ、施設が集合して設置されている区域ほど規制が厳しく、その値は小さくなります。

＊2一般粉じん・特定粉じん：粉じんのうち、石綿（アスベスト）を特定粉じん、それ以外のものを一般粉じんと規定しています。
＊3特定粉じん排出等作業：建築物の解体等の作業により、特定粉じんを発生し、または飛散させる作業をいいます。

ばい煙の排出口の高さや区
域に応じた排出基準（Ｋ値＊1

規制）が定められています。
昭和48年の規制開始以降、

排出基準が段階的に強化され
るとともに、規制対象施設と
してディーゼル機関やガスタ
ービン等が追加されています。
昭和43年の規制開始以降、

排出基準が段階的に強化され
るとともに､規制対象となる
施設が追加されています。
カドミウムおよびその化合

物、塩素、塩化水素、ふっ
素・ふっ化水素およびふっ化
珪素、鉛およびその化合物に
ついて、廃棄物焼却炉や溶解
炉などのばい煙発生施設ごと
に排出基準を定め、規制を行
っています。
一般粉じん発生施設につい

ては、粉じん飛散防止のため、
施設の構造および使用、管理
に関する基準が設定されてい
ます。
特定粉じん発生施設につい

ては、敷地境界における規制
基準が設定されています。ま
た、特定粉じん排出等作業＊3

の実施に係る届出と作業基準
が規定されています。

硫黄酸化物

窒素酸化物

ばいじん

有害物質

一般粉じん＊2

特定粉じん＊2

ばい煙

粉じん

区 分 項　目 規　制　の　概　要

区　　域 Ｋ　　値

福井市、坂井郡 7.0

敦賀市 8.0

武生市、�江市 10.0

その他の区域 17.5

地　域 特定工場 特定工場以外

福 井 市 街 地 1.3％以下 1.3％以下

福井･坂井地域、

武生･�江地域、 1.3％以下 1.5％以下

敦賀地域■■■

その他の地域 1.5％以下 ―
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告示・
主な規制内容 規制年答申年月

ウ　炭化水素類に係る特定施設

揮発性の高い石油類の貯蔵施設（タンク）、出荷

施設（タンクローリー積込施設）および給油施設

（ガソリンスタンドの地下タンク）を炭化水素類に

係る特定施設と規定し、これらの施設を設置する者

に届出義務を課すとともに施設の構造・使用・管理

基準を定め、光化学スモッグの発生抑制および地球

温暖化対策の推進を図ることとしています。

③工場等に対する監視・指導

規制対象となる施設を設置している工場・事業場

のうち、大規模施設や公害苦情の発生施設を重点に

立入検査を実施し、施設の維持管理状況等の確認と

指導を行うとともに、排出ガス中のばい煙検査と使

用燃料中の硫黄分の検査を行っています。

表3-3-53 平成14年度の立入検査等状況

（２）移動発生源対策

①自動車排出ガス規制

自動車は窒素酸化物や浮遊粒子状物質等の発生源

として大きな割合を占めているため、大気汚染防止

法に基づき、その排出ガスについての規制が実施さ

れており、昭和47年以降、対象とする汚染物質や車
種の拡大など、排出規制の強化が図られています。

②アイドリングストップの推進

自動車は、窒素酸化物による大気汚染や騒音に加

え、二酸化炭素の排出による地球温暖化の大きな要

因ともなっています。

このため、県公害防止条例では、大気汚染および

騒音を防止するため、不要不急の自動車の使用や空

ふかしなどを控えるといった、日常生活および事業

活動における自動車の合理的な使用についての配慮

を規定しています。

また、事業所や県民の理解と協力を得ながら、ア

イドリングストップ運動を推進しています。

③スパイクタイヤ粉じん対策

スパイクタイヤにより削られた道路粉じんの発生

を防止するため、平成２年から「スパイクタイヤ粉

じんの発生の防止に関する法律」が施行されていま

す。この法律では、地域を問わずスパイクタイヤを

使用しないよう求めており、特に、環境大臣が指定

した県内４市10町３村の区域（指定地域）において
は、舗装道路の積雪や凍結の状態にない部分でのス

パイクタイヤの使用が禁止されています。（緊急自

動車、除雪車両、身体障害者手帳を携帯している者

が運転している自動車は除きます。）

種　別 立入検査
排出ガス中の 使用燃料の
ばい煙検査 硫黄分検査

検査数
187工場･ 22施設 124検体事業場

結果概要 ―
2施設において
排出基準超過。
改善を指導。

指導基準の超過
事業所はなし

平成12年

9月
14～16年度

平成15年 17～19年度
3月

平成15年

6月
―

平成15年

7月
―

ディーゼル車の窒素酸化物、
粒子状物質、炭化水素等につ
いての規制強化
ディーゼル車、ガソリン・LPG
車の窒素酸化物、粒子状物質、
非メタン炭化水素等について
の規制強化
二輪車および特種自動車の排
出ガス低減対策についての中
央環境審議会答申（第六次）
軽油の超低硫黄化によるディ
ーゼル車の排出ガス低減対策
および燃料品質に係る許容限
度の見直しについての中央環
境審議会答申（第七次）

表3-3-54 近年の主な自動車排出ガス規制の経緯
図3-3-55 スパイクタイヤ使用禁止指定地域



（３）健康被害防止対策

大気汚染防止法では、硫黄酸化物、二酸化窒素、

浮遊粒子状物質、一酸化炭素および光化学オキシダ

ントによって、大気の汚染が著しくなり、人の健康

または生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるよ

うな緊急の事態が発生した場合に、知事がとるべき

措置を定めています。

これを受けて、県では、「福井県光化学スモッグ

緊急時対策実施要綱」および「福井県大気汚染（硫

黄酸化物）緊急時対策実施要綱」を定め、人の健康

または生活環境に被害が生ずるおそれが発生した場

合には、注意報等を発令し、地域住民に注意を呼び

かける一方、工場・事業場に対し、ばい煙等の排出

削減を要請することとしています。

表3-3-56 光化学スモッグ注意報発令状況
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発令年月日 発令地区

昭和53年6月 5日15:10 敦賀地区

平成 2年4月11日13:00

平成 2年5月10日15:50 敦賀地区

平成 2年6月19日15:50

平成14年6月10日16:40 二州地区
（敦賀市、三方町、美浜町）

図3-3-57 光化学スモッグ緊急時措置連絡系統図
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（１）騒音・振動の現状

①騒音に関する苦情

平成14年度は64件の苦情があり、前年と比較する
と22件（52.4％）増加しています。
苦情件数を発生源別にみると、工場・事業場や工

事現場の作業音等に起因するものが多い状況でし

た。

図3-3-58 騒音苦情の推移

②自動車騒音

自動車騒音については、道路に面する地域の環境

基準および要請限度＊1が定められています。

平成14年度は県および３市が、22区間で自動車騒
音の面的評価＊2を実施しました。そのうち、県が幹

線交通を担う道路に面する住居等を対象に実施した

面的評価の結果は次のとおりです。

表3-3-59 平成14年度自動車騒音常時監視結果

（昼間は6～22時、夜間は22～翌日6時）

③振動に関する苦情

県内の振動に関する苦情は例年数件程度で推移し

ています。

平成14年度の苦情は２件で、工場および工事現場
の作業振動に起因するものでした。

（２）騒音・振動対策

①法律による規制

騒音については、環境基準および規制基準が、振

動については、規制基準が定められており、知事が、

規制地域＊3を指定することにより、当該地域内にお

ける工場・事業場および建設作業に規制基準が適用

されます。

ア　規制地域の指定

本県では、昭和44年から順次、規制地域の指定を
行っており、平成15年3月末現在、７市13町１村に
ついて規制地域を指定しています。

図3-3-60 騒音規制法および振動規制法に基づく規制地域

第3節 騒音・振動・悪臭の防止

1 騒音・振動【環境政策課】

＊1要請限度：自動車騒音によって道路周辺の生活環境が著しく損なわれている場合であって、かつ、超えた場合には県公安委
員会に対し道路交通法による措置を執るよう要請することとなる基準です。道路交通振動についても定められています。

＊2面的評価：道路に面する地域における環境基準達成状況の評価方法で、基準値を超える騒音に曝露される住居等の戸数やそ
の割合を把握することにより評価するものです。

＊3規制地域：住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域、その他の地域で住民の生活環境を保全する必要がある
として知事が指定する地域です。
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イ　工場・事業場の騒音・振動対策

騒音規制法および振動規制法により、規制地域内

において、工場・事業場に特定施設＊1を設置しよう

とする者に対し、事前に当該市町村長に届け出るこ

とと、敷地境界における規制基準の遵守を義務付け

ています。

また、市町村長は、特定工場等から発生する騒

音・振動が規制基準に適合しないことにより、周辺

の生活環境が損なわれると認めるときは、特定工場

等の設置者に対して騒音・振動の防止方法の改善等

を勧告・命令することができるとされています。な

お、平成14年度は、これらの措置に至った事例はあ
りませんでした。

ウ　建設作業の騒音・振動対策

騒音規制法および振動規制法により、規制地域内

において、特定建設作業＊2を伴う建設工事を実施し

ようとする者に対し、事前に当該市町村長に届け出

ることと、規制基準の遵守を義務付けています。

また、市町村長は、特定建設作業で発生する騒

音・振動が規制基準に適合せず、周辺の生活環境が

損なわれると認めるときは、工事の施工者に対して、

騒音・振動の防止方法の改善等を勧告・命令するこ

とができるとされています。なお、平成14年度にこ
れらの措置に至った事例はありませんでした。

表3-3-61
特定工場数、特定施設数および特定建設作業届出件数

エ　自動車交通騒音対策【環境政策課、道路建設課】

自動車本体からの騒音の大きさについては、騒音

規制法において、自動車の車種ごとの許容限度が定

められています。

また、平成８年３月に「福井県道路環境対策連絡

会議」を設置し、国や県等の機関が協力して総合的

な道路環境対策を推進しています。

②条例による規制

県公害防止条例では、特定工場において発生する

騒音（騒音規制法で規制されているものを除く。）、

飲食店・喫茶店営業（風俗営業法で規制されている

ものを除く）、カラオケボックス営業、ボーリング

場営業および車両洗浄装置営業における深夜（午後

11時から翌日の午前５時まで）の騒音を規制してい
ます。

また、午後９時から翌朝８時までの屋外における

拡声機放送についても、公共のためにする広報等の

行為を除き禁止しています。
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＊1特定施設：金属加工機械、織機等著しい騒音・振動を発生する施設をいいます。騒音については11種類の施設、振動につい
ては10種類の施設が定められています。

＊2特定建設作業：くい打ち機等を使用する作業等著しい騒音・振動を発生する作業をいいます。騒音については8種類の作業、
振動については4種類の作業が定められています。

特定工場数 特定施設数 特定建設作業
届出件数

（H15.3末） （H15.3末） （H14年度中）

騒 音 2,011 35,586 26

振 動 1,022 21,104 13
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（１）悪臭の現状【環境政策課】

平成14年度の悪臭に関する苦情は62件で、前年と
比較すると11件（15.0％）減少しています。
苦情件数を発生源別にみると、製造業、農畜産業

に起因するものが多い状況でした。

図3-3-62 悪臭苦情の推移

（２）悪臭対策

①法律による規制【環境政策課】

悪臭防止法により、知事が、住居の集合している

地域など、住民の生活環境を保全する必要があると

認める地域を指定し、当該地域内のすべての工場・

事業場に対して規制基準を適用することになってい

ます。

本県では、昭和49年から順次規制地域の指定を行
っており、平成15年3月末現在、７市13町１村につ
いて地域指定を行っています。

②条例による規制【環境政策課】

県公害防止条例では、悪臭に係る特定施設を定め、

当該特定施設の設置に際し、施設の構造や使用方法

等を市町村長に届け出ることを義務付けています。

また、悪臭防止法の規制地域以外の地域においては、

当該特定施設を有する事業場の敷地境界線での規制

基準を臭気指数＊118と定めています。

図3-3-63 悪臭防止法に基づく規制地域

③畜産業に対する指導等【農畜産課】

畜産に起因する悪臭の防止策として、農林総合事

務所や家畜保健衛生所等の関係機関が連携をとりな

がら、家畜ふん尿処理の適正化を畜産農家に対して

指導しています。

畜産試験場では、家畜糞尿の臭気を低減させる効

果のある微生物資材や畜舎の消臭装置等の研究を行

っています。

2 悪臭

＊1臭気指数：人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで気体を希釈した場合に次式で算定される値をいいます。
Ｙ＝10logＸ（Ｙ：臭気指数、Ｘ：人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで気体を希釈したときの希釈倍数）
（例）臭気やにおいを含んだ水を100倍に希釈したとき、においを感じられなくなった場合、その臭気指数は20となります。
臭気指数＝10×log（100）＝10×2＝20

＊2化製場：獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた
施設をいいます。
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表3-3-64 悪臭に係る特定施設届出状況
（平成15年3月末現在）

牛、豚または 188
鶏の飼養場

けいふんの乾燥また 3
は焼却を行う工場

死亡獣畜取扱場 0

化製場＊2 3

飼養施設

飼料調理施設 542

ふん尿処理施設

乾燥施設
3

焼却施設

解体室

汚物処理施設 0

焼却炉

原料処理施設

煮熟施設

圧搾施設 6

汚物処理施設

乾燥施設

対象工場等 特定施設

種　　類 工場数 種　　類 施設数



ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－

ジオキシン（ＰＣＤＤ）類、ポリ塩化ジベンゾフラ

ン（ＰＣＤＦ）類およびコプラナーポリ塩化ビフェ

ニル（コプラナーＰＣＢ）類の総称をいいます。

ダイオキシン類は、物質によって毒性の強さがそ

れぞれ異なっているため、毒性が最も強い物質の毒

性を1として他の物質の毒性を換算した毒性等量
（ＴＥＱ）＊1を用いて評価します。

（１）ダイオキシン類対策

①法律等による規制

ア　ダイオキシン類対策特別措置法

耐容一日摂取量＊2（ＴＤＩ：4pg-TEQ/kg/日）、大
気・水質・底質・土壌に係る環境基準、排出ガスや

排出水の規制基準および県による常時監視義務等が

規定されています。

イ　ダイオキシン対策基本指針

平成11年３月に国は「今後４年以内にダイオキシ
ン類の排出総量を平成９年に比べ約９割削減する。」

ことを柱として策定しました。

②県における取組み

県では、大気、公共用水域の水質・底質、地下水

および土壌の常時監視をはじめ、発生源の監視指導

などダイオキシン類対策を着実かつ効果的に推進し

ていくこととしています。

平成14年度の常時監視結果は表3-3-66のとおりで
す。廃棄物焼却施設周辺1地域の大気および河川4地
点の水質で環境基準を超過していたため、平成15年
度に原因と考えられる事業場の調査などを実施して

います。
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第4節 化学物質等による環境汚染の防止

1 ダイオキシン類【環境政策課】

＊1毒性等量（TEQ）：ダイオキシン類は多くの異性体を持ち、それぞれ毒性が異なります。毒性等量とは、異性体の中で最も毒
性の強い2, 3, 7, 8‐TCDDの毒性を１とし、各異性体の毒性を毒性等価係数により換算した量のことです。

＊2耐容一日摂取量（TDI）：人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼす恐れがない１日あたりの摂取量
のことです。

図3-3-65 ダイオキシン類対策特別措置法の体系

《県の対応》 

上乗せ基準の設定（8条3項） 
総量規制基準の設定（10条） 

汚染土壌対策地域の指定 
　　　　　　（29条） 

計画変更の命令等（15条） 

報告聴取・立ち入り検査 
　　　　　　（34条） 

【不適合のおそれ】 
  改善命令等（22条） 
【不適合】 
  罰則（45条） 

（注）県によるダイオキシン類の測定が必要 

（45条3項） 

知事への報告（28条3項） 
結果の公表（28条4項） 

目的（１条） 
ダイオキシン類による環境汚染を防止するため基本とすべき基準 
を設定し、必要な規制等を行い国民の健康を保護する。 

耐容一日摂取量（ＴＤＩ）（６条） 

人の体重１ｋｇ当たり４ｐｇ以下 

環境基準（７条） 

大気汚染、水質汚濁（水底の底質の汚染を含む）、 
土壌汚染に係る環境基準の設定 

排出基準（８条１項） 

特定施設（廃棄物焼却炉等）の排出 
ガス・排出水にかかる基準の設定 

特定施設の設置の届出（12条） 

特定施設の種類、構造、使用方法 
等を事前に知事に届出 

設置者による測定（23条） 

毎年１回以上の排出ガス・排出水に 
係る汚染状況の測定 

《事業者》 
排気ガス・ 
排出水の規制 

調査測定（27条） 

大気、水質（底質）、土壌の汚染 
状況についての調査測定 

常時監視（26条） 

大気、水質（底質）、土壌の汚染 
状況等を常時監視 

《　県　》 

汚染状況の 
調査・測定 
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また、発生源の監視として、大気基準適用12施設
の排出ガスおよび水質基準適用2事業場の排出水に
ついてダイオキシン類濃度を検査しました。その結

果、大気基準適用4施設で排出ガスの排出基準を超
過していたため、施設の設置者に対して改善を指導

しました。

③調査・研究の推進

衛生環境研究センターにダイオキシン類の研究施

設を整備し、平成14年度から、本県における人の摂
取量の把握や排出抑制のための調査研究を進めてい

ます。

（２）廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン類

の削減対策【廃棄物対策課】

平成14年12月1日から廃棄物焼却施設のダイオキ
シン類の排出基準が強化され、既存施設の排出基準

についても80ng/m3Ｎから1～10 ng/m3Ｎとなりまし
た。（表3-3-67）
①産業廃棄物焼却施設

産業廃棄物焼却施設については、施設への立入調

査や改善指導を行っています。46施設のうち28施設
は基準に適合していますが、残りの7施設は、使用
を休止し改善を予定しており、11施設は対応が困難
なため廃止を予定しています。

②市町村ごみ焼却施設

市町村が設置するごみ焼却施設の排ガス中ダイオ

キシン類濃度は、平成14年度に行った実態調査の結
果、緊急対策が必要とされる基準（80ng－TEQ/Nm3）
を超えた施設はありませんでした。

また、平成14年12月１日から強化された排出基準
を達成していない施設については、改良工事を完了

したほか、小規模の施設をもつ町村は、その使用を

取り止め、近隣自治体に処理を委託しています。

（表3-3-68）

表3-3-67 ダイオキシン類排出濃度の規制基準

表3-3-66 ダイオキシン類常時監視結果（平成14年度）

調　査　種　別 調査地点数 調査結果範囲 年平均値 環境基準 単位

一般地域 5 0.038～0.12 0.063

大　気
廃棄物焼却施設 6 0.041～0.67 0.24 0.6 pg-TEQ/m3

周辺地域

沿道地域 1 0.072 ―

河　川 21 0.046～2.3 0.62

水　質 湖　沼 3 0.039～0.91 0.36 1 pg-TEQ/�

海　域 2 0.025～0.039 0.032

河　川 21 0.075～34 6.2

底　質 湖　沼 3 6.0～49 24 150 pg-TEQ/g

海　域 2 11～14 13

地下水 9 0.022～0.025 0.023 1 pg-TEQ/�

土　壌
廃棄物焼却施設

20 0.16～12 2.3 1,000 pg-TEQ/g
周辺地域

焼却炉の焼却能力 新設施設の基準
既設施設の基準

10.12.1まで 10.12.1～14.11.30 14.12.1～

4 t/h以上 0.1ng/m3Ｎ 1 ng/m3Ｎ

2 t/h～4 t/h 1 ng/m3Ｎ 基準の適用を猶予 80ng/m3Ｎ 5 ng/m3Ｎ

2 t/h未満 5 ng/m3Ｎ 10

pg（ピコグラム）：1ピコグラムは、１兆分の１グラム。

ng（ナノグラム）：１ナノグラムは、10億分の１グラム
Nm3：Nはノルマルと読む。０℃、１気圧の状態の気体の体積



ダイオキシン類濃度 H14.12から適用
設置主体 施　設　名 能力（t/日） 炉形式 される基準値

（ng-TEQ/Nm3） （ng-TEQ/Nm3）

福井市 クリーンセンター 345 全連続炉 0.00067 1

福井坂井地区広域
清掃センター 222 全連続炉 0.3 5

市町村圏事務組合

大野市 クリーンセンター 50 機械バッチ炉 0.19 5

南越清掃組合
第１清掃センター 150 准連続炉 0.24 5

第２清掃センター 30 機械バッチ炉 1.7 5

鯖江広域衛生施設組合 鯖江クリーンセンター 120 准連続炉 0.87 5

敦賀市 清掃センター 100 准連続炉 0.43 5

美浜・三方環境
美方清掃工場（*） 22 ガス化溶融炉 － 5

衛生組合

小浜市 清掃センター 56 准連続炉 0.061 5

高浜町 清掃センター 30 准連続炉 0.079 10

大飯町 エコターミナル 14 機械バッチ炉 2.2 10
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表3-3-68 ごみ焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度（平成14年度実績）

＊美浜・三方環境衛生組合は、平成15年４月１日ガス化溶融炉供用開始。

2 環境ホルモン＊1【環境政策課】

（１）国における環境調査

環境ホルモンの疑いがある65物質等について、国
では平成10年度から環境調査、健康影響およびリス
ク評価等に取り組んでおり、本県においても調査が

行われています。

平成14年度の県内の調査結果は次のとおりです。

（２）県における環境調査

県では、環境ホルモンによる環境汚染状況の情報

提供、事業者の発生源対策の支援および化学物質に

係る意識の啓発を目的として、過去の全国一斉調査

で検出されたアルキルフェノール類等について平成

15年度から調査研究を開始しました。

＊1環境ホルモン：正式には「外因性内分泌撹乱化学物質」といい、動物の体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営
まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の化学物質と定義されています。

表3-3-69 国による県内の環境ホルモン調査結果（平成14年度）

調査地点
調査 調　査

調査対象物質 検出物質 検出濃度 全国濃度
媒体 項目数

福井市 大気 12 フェノール類、 trans-ノナクロル 0.032ng/m3 不検出～0.59 ng/m3

有機塩素系農薬等 4-ニトロトルエン 0.16ng/m3 不検出～2.9 ng/m3

笙の川 水質 13 アルキルフェノール類、 ポリ塩化ビフェニル 0.17 ng /� 0.07 ng/�～45 ng/�
（三島橋） フタル酸エステル類等 ビスフェノールＡ 0.21μg/� 不検出～19μg/�
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（１）ゴルフ場

①ゴルフ場における農薬使用量【農林水産振興課】

県では、平成２年４月に「ゴルフ場における農薬

等の安全使用に関する指導要綱」を策定し、事業者

に対して農薬等使用計画の提出、環境監視および水

質測定を義務付けるとともに、魚毒性が強い農薬の

使用を禁止するなど、低毒性農薬を必要最小限で使

用するよう指導しています。

要綱に基づき、各ゴルフ場から提出された農薬使

用実績報告書を集計した結果、平成14年の農薬使用
量は、製剤量で8.4kg／haであり、調査を開始した平
成元年に比べると59％減少しています。

②ゴルフ場等の排水調査【環境政策課】

農薬流出の実態調査のため、県が平成14年度に県
内のゴルフ場等の排水口で行った水質調査の結果は

次のとおりです。

７検体で農薬成分が検出されましたが、いずれも

県の指針値を下回っていました。

表3-3-71 県内ゴルフ場等の排水調査結果（平成14年度）

（２）農地【農畜産課】

農薬使用に伴う農作物の安全性を確保する観点か

ら、農薬取締法に基づき登録保留基準が設定されて

いる農薬について、農作物中および土壌中の残留量

を調査する「農薬残留安全追跡調査」や「農薬土壌

残留調査」を行っています。平成14年度は、いずれ
も登録保留基準を超えるものはありませんでした。

平成15年度からは、県産農林水産物のトレーサビ
リティ＊1を推進する一環として、残留農薬検査を実

施することとしています。

また、本県では、三方五湖および北潟湖周辺地域

において、魚毒性の高い除草剤および農薬の使用を

制限しています。

一方、農薬取扱業者の資質向上を図るため、農薬

安全使用講習会を開催するとともに、農薬管理指導

士認定制度に基づき管理指導士を育成しています。

さらに、農作物の安定生産と農薬使用者の危害防

止および周辺環境の保全を図るため、毎年「農作物

病害虫防除指針」を作成し、農薬の適正使用につい

て指導を行っています。

このほか、航空防除については、「福井県農林水

産航空防除実施指導要領」（昭和62年3月策定）に基
づき、学童の通学時間や自動車の通行、また除外区

域等に配慮するなど、実施主体に対し危被害防止対

策を徹底するよう指導しています。

また、平成14年度に無登録農薬の流通・使用が社
会的に大きな問題となったこともあり、本県におい

ては、農薬販売業者、防除業者、農業者等に対して、

農薬の適正な流通、安全使用について指導を徹底し

ています。

（３）環境調和型農業の推進【農畜産課】

農業による環境への負荷を軽減するとともに、安

全で安心な食料の生産拡大を図るため、化学肥料や

農薬の投入を抑えた生産技術の普及と併せ、家畜排

せつ物や生ゴミ等の未利用有機性資源を堆肥化し、

それを効率的・広域的に利活用するシステムの構築

を促進しています。

また、減化学肥料栽培、減農薬栽培、有機性資源

の活用による土づくり等の環境調和型農業に取り組

む農業者の育成を図るとともに、特別栽培農産物の

認証制度の普及推進、生産者と消費者の相互理解の

促進を図っています。

この他、地球規模での環境問題に対応する観点か

ら、持続性の高い農業生産の普及・推進と併せ、生

分解性ポットやマルチの利用等により環境に配慮し

た資材の利用や防除法を推進しています。

3 農薬の安全使用と低減化の推進

図3-3-70 県内ゴルフ場等の農薬使用量〈製剤量〉
（単位：kg/ha）

＊1トレーサビリティ：食品の生産、加工、流通等の各段階で原材料の出所や食品の製造元、販売先等の記録を記帳・保管し、
食品とその情報とを追跡できるようにすること。

調査実施ゴルフ場 13施設（15地点）

調査検体数 1,050検体

農薬成分 指針値超過 0検体

検出 指針値未満 7検体

農薬の種類 殺菌剤 殺虫剤 除草剤 合計

元　年 8.3 5.2 7.0 20.5

10 年 4.4 2.4 4.0 10.8

14 年 3.4 1.8 3.2 8.4

製
剤
量
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県では安全・安心な農産物の生産を目
指して、農薬や化学肥料の使用を極力抑
えた（慣行栽培の5割以上削減）「特別
栽培農産物」について、平成13年4月
から独自の基準を設けて認証していま
す。

コラム 福井県特別栽培農産物認証制度

年　度 認証件数（件） 農家数（戸） 面積（ha）

平成13年度 123 191 172
平成14年度 206 237 191
平成15年度 346 375 274

表3-3-72 福井県特別栽培農産物認証制度の認証実績（認証登録）

※　平成15年度は16年1月現在

ポリ塩化ビフェニル（PCB）は昭和47年に製造や新
たな使用が禁止されて以来、約30年も保管が続いて
いますが、国は平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」を制

定し、国内すべてのポリ塩化ビフェニル廃棄物

（PCB廃棄物）を平成28年7月までにすべて処分するこ
ととし広域的処理体制の整備を進めています。

処理の開始は、早くても平成19年頃と見込まれ、
PCB廃棄物を保管している事業者は、その処分を行

うまで適正に保管するとともに、毎年、処分･保管

の状況を報告する必要があります。

県内の402事業所からPCB廃棄物の保管の届出がさ
れており、県では、保管事業所に立入調査を行い保

管状況の確認および適正保管の指導を行っていま

す。（表3-3-73）
また、県内には、未届けの事業所があると想定さ

れることから、届出の周知と調査も実施しています。

4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正保管･処理推進【廃棄物対策課】

表3-3-73 PCB廃棄物の保管状況（15.3.31現在）

○ PCB(Polychlorinated biphenyls:ポリ塩化ビフェニル)は水に溶けない、化学的に安定、絶縁性が良い、沸点
が高いなどの性質を持つ、工業的に合成された化合物です。

○ 人の健康･環境への有害性が確認され、分解されにくく環境中の残留が問題となります。
○ 絶縁性等の性質により、主として次の用途に使用されています。
・トランス、コンデンサ用絶縁油
高圧トランス・コンデンサ（工場･ビルの受電設備などで使用）
低圧トランス・コンデンサ（家電製品や工場設備の部品）
柱上トランス（配電用）

・熱媒体（熱媒油）、潤滑油：製造工場の熱媒体、機械の高温用の潤滑油
・感圧複写紙：PCBが塗布

コラム PCBってなに？

高圧 高圧 低圧 低圧 蛍光灯 ＰＣＢ
複写紙 その他 計

トランス コンデンサ トランス コンデンサ 安定器 （含油）

保管数量 109台 2793台 19台 1219台 41608個 0.7kl 20箱

事業所数 9 359 2 15 55 7 2 9 402
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（１）ＰＲＴＲ＊1制度

平成14年4月からＰＲＴＲ法＊2に基づく化学物質の

排出量等の届出制度が施行され、対象となる事業者

は、環境中への化学物質の排出量等を自ら把握・管

理し、年1回県を経由して国に届出を行うことにな
りました。

（２）排出・移動量集計結果

平成14年度は、県内の349事業所から122種類の物

質について届出され（全国の1.0％、全国34,830事業
所）、排出量は3,394トン（全国の1.1％、全国約31万
トン）、移動量は5,478トン（全国の2.5％、全国約22
万トン）でした。

また、県内の届出外事業所＊3や家庭から排出され

た化学物質を国が推計した量は、4,813トン（全国の
0.8％、全国約58万トン）でした。
届出の集計結果および届出外排出量の推計値は、

図3-3-74～79のとおりです。

5 化学物質情報の整備【環境政策課】

図3-3-74 届出および排出量 図3-3-75 届出外排出量の推計値

＊1ＰＲＴＲ：Pollutant Release and Transfer Registerの略で、環境汚染物質排出・移動登録という意味です。
＊2ＰＲＴＲ法：「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」。有害性のある化学物質の環境
への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の
保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的としています。この法律で把握・届出の対象となる化学物質は全部
で354物質あります。

＊3届出外事業所：届出が必要な業種に該当しない、従業員数や対象化学物質の取扱量が小さいといった理由から、ＰＲＴＲ制
度で届出を行うことが義務付けられていない事業所を指します。

大気への排出 
33％ 

下水道への移動 
2％ 

公共用水域 
への排出 
6％ 

廃棄物としての移動 
59％ 

合計 
8,872トン 

合計 
4,813トン 

その他 
53％ 

トルエン 
12％ 

トリクロロエチレン 
10％ 

ジクロロメタン 
10％ 

キシレン 
9％ 

テトラクロロエチレン 
6％ 

合計 
2,905トン 

トルエン 
49％ 

その他 
7％ 

その他 5％ 

キシレン 
9％ 

ジクロロメタン 
7%

N, N－ジメチルホルムアミド 
3%

二硫化炭素 
25％ 

合計 
489トン 

エチレングリコール 
74％ 

ふっ化水素及び 
その水溶性塩 

3％ 

ε－カプロラクタム 2%
アセトアルデヒド 2%

ほう素及び 
その化合物 
14％ 

図3-3-76 大気への排出：物質別内訳 図3-3-77 公共用水域への排出：物質別内訳



（３）学校におけるシックハウス＊１対策【学校教育振興課】

①学校における環境衛生の基準

平成14年２月５日に「学校環境衛生の基準」＊2が改
定され、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンお

よびパラジクロロベンゼンの４物質の教室等の空気

中濃度が新たに検査事項に加えられ、平成14年４月
１日から新基準が適用されています。

②シックハウス検査

県では、県立学校について、平成15年度（夏休み
期間中）に各学校３教室を抽出して、ホルムアルデ

ヒドおよび揮発性有機化合物の測定を実施していま

す。

③県立学校のシックハウスに対する対応

�ホルムアルデヒドおよびトルエンは、日常の換

気により低減化するため、換気の励行を徹底し

ます。

�新築および改修工事においては、化学物質の発

生が少ない建材や接着剤を選定するとともに、

化学物質測定の竣工検査を十分に行います。

�学習教材、用品などを購入するときは、化学物

質の含まれないものまたは低濃度のものを選定

します。

�シックハウス検査の結果数値の高い教室につい

ては、定期的に検査を行います。

④小中学校のシックハウスに対する対応

市町村教育委員会に対し、シックハウス検査の結

果、基準値を上回った場合には、換気の励行や換気

設備の設置などの対策を講じるとともに、その検査

状況について保護者にも適宜情報を提供し、常に児

童・生徒の健康状態について十分注意するように指

導を行っています。更に、検査を実施していない市

町村教育委員会へは、速やかに検査を実施し、その

対策を講じるよう要請しています。
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図3-3-78 届出排出量・移動量上位5物質とそ
の排出・移動先および量

図3-3-79 届出排出量と届出外排出量（推計値）
の上位５物質とその量

大気 1,428トルエン トルエン 

エチレン 
グリコール 

N,N-ジメチル 
ホルムアミド 

亜鉛の水溶性 
化合物 

二硫化炭素 

その他 

廃棄物 765

廃棄物 502

下水道 67

公共用水域 358

廃棄物 417

大気 740

大気 645 廃棄物 2,115

公共用水域 126 下水道 69

大気 90

廃棄物  1,536 1,428

0 1000 2000 3000 4000

二硫化炭素 740

キシレン 248 438

ジクロロ 
メタン 201 475

エチレン 
グリコール 360 264

その他 417 3,051

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 t／年 

585

届出排出量（集計値 t／年） 　届出外排出量（推計値 t／年） 

＊1シックハウス：住宅やビルの室内環境が原因で引き起こされる頭痛やせき、めまい、関節痛、目やのどの痛みなどの健康障
害をシックハウス症候群といいます。建物の気密性の高まりや化学物質を含んだ建材、内装材などの使用が原因と指摘され
ています。

＊2学校環境衛生の基準：学校保健法に基づき、環境衛生検査、事後措置および日常における環境衛生管理等を適切に行い、学
校環境衛生の維持・改善を図るための基準で、照明、騒音、換気、温度、飲料水等について基準が定められています。
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（１）地球温暖化の現状【環境政策課】

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの大気中

濃度が急増し、この100年で地球の平均気温は0.6℃
（本県では1.1℃）上昇しています。また、「気候変動
に関する政府間パネル（IPCC）」の第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88㎝上昇すると予測されています。
温室効果ガスの排出を抑制し地球温暖化を防止す

ることは国際的な緊急課題であり、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）」では、先進国の温室効果ガスの排出

削減目標を定めた京都議定書が採択されました。

我が国は平成14年6月に京都議定書を批准しまし
たが、米国の離脱やロシアの批准作業の遅れから京

都議定書は未だ発効していません。

（２）温室効果ガスの排出実態【環境政策課】

①排出量の推移

2001年度（平成13年度）の県内の温室効果ガス排
出量は、二酸化炭素換算で946万4千トンであり、
1990年度(平成2年度)と比較して7.2％増加していま
す。

また、温室効果ガス排出量の約95％を占める二酸
化炭素の2001年度の排出量は896万1千トンで、1990
年度と比較して8.3％増加しています。

図3-3-80 温室効果ガス排出量の推移

②部門別排出量

2001年度の二酸化炭素の部門別排出量は、産業部
門、民生部門、運輸部門の順となっています。1990
年度と比較すると、民生部門が30.6％、運輸部門が
40.5％それぞれ増加しています。
この要因は、民生部門では家電製品の普及･大型

化やサービス産業･オフィスOA化の進展等による電

気使用量等の増加、運輸部門では自動車の大型化や

保有台数等の増加と考えられます。また、2000年度
の排出量と比較すると、エネルギー転換部門

（+13.1％）、廃棄物部門（+5.7％）および運輸部門
（+0.9％）で増加しています。

第5節 地球温暖化の防止等、地球環境の保全

1 温室効果ガス＊１の排出抑制

（＋5.3%） 

（＋8.3%） （＋9.3%） （＋9.5%） 

（＋7.2%） 
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二酸化炭素 

表3-3-81 温室効果ガスの排出実態

排　 出　 量（千t－CO2） 増　加　率（％）

1990年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 対1990年度 対2000年度

二酸化炭素 8,275 8,950 8,698 9,101 9,128 8,961 8.3 －1.8

メタン 298 279 270 284 288 279 －6.4 －3.1

一酸化二窒素 59 79 76 80 81 78 32.2 －3.7

ＨＦＣ 14 25 23 25 23 20 42.9 －13.0

ＰＦＣ 101 140 146 110 115 98 －3.0 －14.8

ＳＦ６ 82 89 89 52 35 28 －65.9 －20.0

合　　計 8,831 9,561 9,303 9,651 9,670 9,464 7.2 －2.1

＊1温室効果ガス：二酸化炭素やメタンなどの気体が、太陽光線によって暖められた地表面から放射される赤外線を吸収し、地
球を暖める現象を温室効果と言い、こうした効果をもたらす気体を温室効果ガスといいます。



（３）省エネルギーの推進【環境政策課】

県では、平成12年3月に「福井県地球温暖化対策
地域推進計画」を策定し、2010年度における温室効
果ガス排出量を1990年度に比べ3％削減するとの目
標を掲げて、省エネルギーの推進などに取り組んで

います。

①アースサポーター

県では、平成12年から地域や家庭において地球温
暖化防止に向けた取組みを推進する「アースサポー

ター（地球温暖化防止活動推進員）」を委嘱してい

ます。（平成15年度116名）
アースサポーターは、これまで、環境家計簿の推

進や各家電製品の電気使用量をチェックする「エコ

ワット」の取組みなどを行っています。

64

●第３部　環境の現況と県の取組み
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図3-3-82 二酸化炭素の排出構成（2001年度） 図3-3-83 部門別排出状況

表3-3-84 二酸化炭素の排出実態

排　 出　 量（千t－CO2） 増　加　率（％）

1990年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 対1990年度 対2000年度

エネルギー転換 113 207 179 279 336 380 236.8 13.1

産業 4,134 4,090 3,957 3,894 3,988 3,816 －7.7 －4.3

乗用車 536 883 895 908 919 927 72.9 0.9

貨物等 886 1,042 1,057 1,071 1,085 1,094 23.5 0.8

鉄道等 65 65 64 66 68 68 4.6 0.0

計 1,487 1,990 2,016 2,045 2,071 2,089 40.5 0.9

家庭系 903 1,029 997 1,154 1,203 1,150 27.4 －4.4

業務系 728 898 869 981 988 980 34.6 0.8

計 1,631 1,927 1,866 2,135 2,191 2,130 30.6 －2.8

工業プロセス 765 606 550 616 402 399 －47.8 －0.7

廃棄物 144 129 131 132 140 148 2.8 5.7

合計 8,275 8,950 8,698 9,101 9,128 8,961 8.3 －1.8

運
　
輸

民
　
生

（注）エネルギー転換：電気事業者（火力発電所）、ガス事業者の自家消費エネルギー
産業部門　　　：農林水産業、鉱業、建設業、製造業におけるエネルギー消費
運輸部門　　　：自動車、鉄道、船舶、航空機におけるエネルギー消費
民生（家庭） ：家庭におけるエネルギー消費（電気、ガス、灯油等）
〃（業務） ：業務用ビル等におけるエネルギー消費（電気、ガス、灯油等）
工業プロセス　：石灰石の消費
廃棄物　　　　：一般廃棄物および産業廃棄物の焼却（食物くず、木くず等のバイオマス起源を除く）

年　度

部　門
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②温暖化ストップ親子大作戦

子供たちの地球温暖化防止に対する意識を高める

とともに、家庭からの二酸化炭素の排出を抑制する

ため、平成15年度から、夏休みに節電に取り組む親
子を募集し、前年同月との比較で電気使用量の削減

率を競う「温暖化ストップ親子大作戦」を実施して

います。

15年度は631組の応募があり、結果報告のあった
親子の平均削減率は19％と大きな成果が得られてい
ます。また、特に削減率の大きかった親子5組（削
減率63％～71％）を「ふくい環境フェア」（平成15年
12月13日）において表彰しました。

③エコオフィス宣言事業所

事業者の意識を高めるとともに、オフィスからの

二酸化炭素の排出を削減するため、平成15年度から、
年間を通して、冷房温度28℃や暖房温度20℃の徹底
など省エネルギー等の取組みを実践する「エコオフ

ィス宣言事業所」を募集しています。平成16年2月
末の宣言事業所数は313であり、その事業所名は県
のホームページで公表しています。

④「夏のエコスタイル」キャンペーン

県では、平成11年度から関西広域連携協議会と連
携し、夏季の適正冷房（28℃）の徹底と軽装での勤
務を実践する「夏のエコスタイル」を推進していま

す。また、15年度からは、中部圏知事会（９県１政
令市）においても推進しています。夏のエコスタイ

ルには、県および全市町村での取組みのほか、エコ

オフィス宣言事業所のうちの212事業所が参加しま
した。

⑤環境自主行動計画

県内の二酸化炭素排出量の約43％を占める産業部
門での省エネルギー等を促進するため、平成13年度
から、事業者が二酸化炭素等の排出削減に向けた自

主行動計画を策定する際の手引きとなるガイドブッ

クを作成・配布し、セミナー等を通じて事業者に計

画策定を呼びかけています。

15年度は、20モデル事業所を選定し、専門家によ
る個別指導等を通じ「環境自主行動計画」の策定を

進めています。

⑥福井県庁地球温暖化防止実行計画

県では、平成13年3月に「福井県庁地球温暖化防
止実行計画（福井県庁エコオフィスプラン）」を策

定し、県の全ての機関において事務・事業に係る温

室効果ガスの削減に取り組んでいます。

平成14年度の温室効果ガス排出量は59,273ｔ-CO2
であり、基準年度である平成11年度に比べ4.6％の減
となっています。

図3-3-85 温室効果ガス削減実績

表3-3-86 温室効果ガス削減のための目標と平成14年度実績

温室効果ガス

総排出量

（CO2換算値）

電気使用量

公用車等のガソリ

ン・軽油使用量

冷暖房機器等の燃料

使用量

平成17年度までに平成11年度比で
3.5％削減する

59,273 t-CO2／年 4.6％削減

2.2％増加

1.0％増加

12.8％削減

77,467千kＷh

2,031 k�

8,943 k�

平成17年度までに平成11年度比で
3％削減する

平成17年度までに平成11年度比で
5％削減する

平成17年度までに平成11年度比で
4％削減する

項　　　目 目　　　標 平成14年度実績

温室効果

ガス削減

のための

取組目標

70,000 
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t-CO2

t-CO2
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目標3.5%削減レベル 

8.3%削減 
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平成14年度 

62,128

56,975
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⑦県有施設の省エネルギー等【営繕課】

県では、県有施設への省エネルギー型設備や新エ

ネルギーの導入を推進しています。今後とも、その

有効性等を考慮しながら、環境への負担の少ないシ

ステムの導入を図っていきます。

⑧県民運動の推進【生活課】

地球温暖化、オゾン層の破壊、資源の枯渇など、

地球環境保全に対する関心は高まってきています

が、ライフスタイルへの定着に結びつかないのが現

状です。

そこで、県では、「資源とエネルギーを大切にす

る運動福井県推進会議」＊3と連携を図りながら、家

庭や身近な地域でのエネルギー消費のあり方の見直

しや、地球環境にやさしいライフスタイルの構築を

図るため、省資源・省エネルギー運動を推進してい

ます。

⑨企業支援【商業・サービス業振興課】

�福井県産業支援センターでは、エネルギー等の

使用の合理化、再生資源の利用等に関する事業活動

に積極的に取り組もうとする中小企業を対象に、問

題点の分析を行うとともに、実情に即した適切な解

決策を具体的に支援するため、中小企業総合事業団

からの委託で「エネルギー使用合理化設備導入促進

支援事業」を行っています。

これは、省エネルギーに取り組もうとする中小企

業に対して、対応方法や省エネルギー設備の導入な

どについて、エネルギー使用合理化専門員（専門知

識を有する指導員）が現地支援するものです。平成

14年度は13件、平成15年度は17件の現地支援を実施
しました。
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＜主な事業＞
・情報の提供および啓発運動の推進
・消費者団体のリーダー等を対象にした省エネルギ
ー講座の開催
・省資源・省エネルギーに関するポスターの募集･
作成配布
・省資源・省エネルギー展示会の開催
・省資源・省エネルギー月間運動等の実施

施　設　名 導入システム名

県立音楽堂 冷温水大温度差空調システム＊1

県立恐竜博物館 蓄熱式空調システム＊2

県立図書館・公文書館 蓄熱式空調システム

合同庁舎
太陽光発電システム（各10kW）

（福井・奥越・若狭）

若狭湾エネルギー
太陽光発電システム（20kW）

研究センター

海洋生物資源
太陽光発電システム（30kW）

臨海研究センター

県本庁舎 太陽光発電システム（30kW）

武生・大野高等学校 太陽光発電システム（各10kW）

県立病院
冷温水大温度差空調システム
コージェネレーションシステム

表3-3-87 県有施設の省エネルギーシステム等導入状況

＊1冷温水大温度差空調システム：熱源から空調機までの冷温水の往き還りの温度差を大きくすることで水の流量を減らせるた
め、空調用の搬送動力を削減できます。

＊2蓄熱式空調システム：夜間電力を利用して熱を蓄え、蓄熱した熱を昼間の空調に利用するシステムで、夜の電気は昼と比べ
化石燃料の比率が低いため、CO2排出を抑えることができます。

＊3資源とエネルギーを大切にする運動福井県推進会議：消費者、経済・業界、文化・教育の各関係団体（19団体）で構成され、
県民の資源とエネルギーを大切にする自主的な活動や連絡協調を図りながら県民運動を展開しています。
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（４）新エネルギーの導入【電源立地地域振興課】

エネルギーの多くを石油等の化石燃料に依存して

いる状況において、環境負荷の少ない地域づくりの

実現を目指して、平成11年度に「福井県新エネルギ
ー・省エネルギービジョン」を策定しました。

この中で、太陽光発電、風力発電、クリーンエネ

ルギー自動車、廃棄物エネルギー、コージェネレー

ション、太陽熱利用の６種類の新エネルギーを選定

し導入に取り組んでいます。

表3-3-88 具体的な新エネルギ－とその分類

①太陽光発電

これまでに福井・奥越・若狭の各合同庁舎（各

10kW）や県若狭湾エネルギー研究センター（20kW）
などに率先導入しており、平成15年度は県庁舎

（30kW）、県立高校２校（各10kW）に導入しました。
また、平成13年度より全国に先駆けて住宅用太陽
光発電設備＊1に対する助成＊2を市町村と連携して開

始しました。平成14年度末までに県内に設置された
総出力は、約3,000kWとなっています。

②風力発電【企業局電気課】

県企業局では、福井市国見岳森林公園内に風力発

電所＊3を建設し、平成14年12月に営業運転を開始し
ました。平成15年の１年間（１月～12月）の総発電
量は3,062千kWhで、これは一般家庭約850世帯分の
年間消費電力量＊4に相当します。

国見岳風力発電所

＊1住宅用太陽光発電設備：出力3 kWシステムを南向きなどの好条件で設置すれば年間3,000 kWh程度を発電します。
＊2助成：住宅用太陽光発電設備導入促進事業により平成14年度までに482件の助成を行いました。
＊3国見岳風力発電所：最大出力は1,800kW（900kW×２基）で、発電電力量は全量を北陸電力に売電しています。
＊4一般家庭の年間消費電力量：１世帯当たり3,600kWhで計算しています。

分　　　類 新エネルギー

再生可能（自然） 太陽光発電 雪氷熱利用

エネルギー 風力発電 太陽熱利用

リサイクル型
廃棄物発電 廃棄物燃料製造

廃棄物熱利用 温度差エネルギー
エネルギー

バイオマスエネルギー

従来型エネルギー
クリーンエネルギー自動車

天然ガスコージェネレーション
の新利用形態

燃料電池

住宅を工夫することによって健康で快適に暮せると同
時に環境への負荷や光熱費等の削減につながります。
�環境と共生する住まいづくりの工夫
建物の断熱化、通気の確保、植栽や庇による日射の

調整、太陽光発電、太陽熱利用、雨水再利用　などが
あります。
�助成制度のご案内
太陽光発電設備など環境配慮型住宅設備の設置に対

して、県と市町村が助成する「太陽光発電等住宅設備
設置促進事業」を行っています。

コラム 環境と共生する住まいをつくろう！【建築住宅課】

地球環境の保全 周辺環境との親和性 

居住環境の健康・快適性 

環境共生住宅 



（５）環境負荷の少ない交通対策の推進

①ノーマイカーデー【総合交通課】

モータリゼーションの進展等により、鉄道やバス

等の公共交通機関はその利用者数が大幅に減少して

いますが、高齢化社会を迎え、沿線地域住民にとっ

て今後ますます必要不可欠な交通手段であるととも

に、本県を訪れる人の移動手段確保の点からも重要

な社会基盤です。

また、公共交通機関は、エネルギー効率に優れ、

地球温暖化防止の面などから再評価されています。

このため、公共交通機関の利用促進と地球環境の

保全を目的として、毎月１日、16日に全県的な「ノ
ーマイカーデー」を実施し、広く県民運動として参

加を呼びかけています。

平成14年度では、県全体で１回当たり約4,000人の
県民が参加しており、ノーマイカーデー当日の道路

交通量は、通常時に比べて減少する等の効果が現れ

ています。

②コミュニティバス等の支援【総合交通課】

近年、従来の路線バスを補完し、中心市街地の活

性化や福祉サービスの向上等を目的とするコミュニ

ティバス＊1、福祉バス＊2、乗合タクシー＊3等を独自に

運行する自治体が増えています。

本県でも平成13年度からこれらのバス運行に対す
る支援を行っており、全県的な公共交通ネットワー

クの確立を推進しています。

平成16年１月現在で、35市町村のうちの26市町村
が、こうした自治体バスを運行しており、地域住民

の足として重要な役割を担うとともに、地球環境保

全に寄与しています。

③パークアンドライド渋滞対策モデル事業

【道路保全課】

県では、従来から渋滞緩和のため、交差点を改良し

たり道路の幅を広げるなどの対策を実施しています

が、住宅密集地で用地の確保が難しくなるなど、従来

からの渋滞対策事業が困難な状況になっています。

特に、福井市街地へアクセスする道路については、

朝夕のラッシュ時を中心とした交通渋滞が起きてい

る上、今後、福井市街地周辺の大規模事業がピーク

を迎えることから、早急な渋滞対策が必要となって

います。

そこで、モデルケースとして、福井市街地へアク

セスする鉄道駅周辺の県管理道路にパークアンドラ

イド＊4型の駐車場を整備することにより、道路の渋

滞緩和を図り、公共交通機関(鉄道)の活性化と、自

動車の排気ガスや騒音などの環境負荷の少ない交通

対策を目指しています。

④低公害車の導入促進【環境政策課】

自動車は、私たちの経済活動や豊かな暮らしを支

えている一方で、排出ガスによる大気汚染、燃料消

費に伴う二酸化炭素の排出による地球温暖化など、

環境に大きな影響を与えています。このため、燃料

消費性能や排出ガス性能に優れた環境負荷の少ない

低公害車の普及促進を図る必要があります。

県では、公用車の低公害車への切り替えを率先し

て行っており、市町村に対しても低公害車の導入を

呼びかけています。
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県では幅広い県民の方が生涯学習の拠点施設である県
立図書館、生活学習館を気軽に利用できるように、平成
15年８月から、これらの施設と福井駅を結ぶフレンドリ
ーバスの試行運行を行っています。平成15年度末までに
約3万4千人の利用者がありました。

コラム フレンドリーバスの試行運転【総合交通課】

＊1コミュニティバス：路線バスの不便な地域の移動手段の確保および中心市街地の活性化などを目的として運行されているバス。
＊2福祉バス：高齢者や障害者等の移動手段を確保することを目的として、福祉施設や公共施設等を巡回するバス。
＊3乗合タクシー：乗車定員が10人以下の乗用車を使用して、路線バスと同様な乗合運送を行うものです。
＊4パークアンドライド：自宅から目的地に向かう移動で、自宅からまず自家用車で出発しますが、途中の公共交通の駅・停留
所に併設されている駐車場に駐車し、そこからは公共交通を利用して目的地に向かう移動形態のこと。

○平成16年4月供用開始
・福井鉄道福武線　浅水駅前駐車場（45台）
・えちぜん鉄道三国芦原線 西長田駅前駐車場（100台）
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（１）森林の現状

森林は、木材の供給のほか、県土保全や水源かん

養・保健休養の場の提供などさまざまな公益的機能

を有しており、近年では特に地球温暖化防止という

視点から二酸化炭素の吸収源としての役割が期待さ

れています。

1997年には、「京都議定書」が採択され、日本は
1990年の温室効果ガス排出量に対し、2008年から
2012年の排出量を平均で6％減らすことを約束しま
した。このうち森林吸収による減少分は上限を3.9％
とすることが2001年に約束されました。
県土の75％を占める本県の森林（31万3千ha）のう
ち、その約9割は民有林＊1です。民有林の中には、二

酸化炭素の吸収力の高い若いスギの人工林が8万6千

haありますが、吸収源として認められるのは適切に

管理経営されている森林等とされており、今後とも

森林の適切な整備・管理を積極的に進めていく必要

があります。

（２）多様な森林整備

「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循

環利用林」という重視すべき機能に応じた適切な森

林整備の推進と森林の持つ多面的機能を持続的に発

揮させ、豊かな植生や土壌が保持されるような多様

な森林の造成に努めています。

特に、現在は間伐＊２を中心とした森林の整備を推

進しており、平成14年度には約３千７百haの森林に
ついて間伐が実施されています。

また、平成15年10月から、県民・事業者の低公害
車（ハイブリッド自動車・電気自動車）購入費の一

部を市町村と協力して補助しています。

平成15年12月に開催した「ふくい環境フェア」で
は、中部低公害車普及促進協議会福井県地域部会

（事務局：中部運輸局福井運輸支局）や北陸環境共生

会議（事務局：北陸経済連合会）に御協力いただき、

燃料電池自動車など低公害車の展示を行いました。

表3-3-89 県内の低公害車普及状況

○平成15年度低公害車導入促進補助制度
実施市町村（6市町）
福井市、敦賀市、武生市、大野市、勝山市、
金津町

平成14年3月 平成15年3月

電気自動車 7 7
メタノール自動車 0 0
天然ガス自動車 1 1
ハイブリッド自動車 549 685
低燃費かつ

1,363 10,542
超低排出ガス認定車

低燃費かつ
6,190 11,270

優低排出ガス認定車

低燃費かつ
9,090 13,626

良低排出ガス認定車

計 17,020 36,131

2 森林資源の保全と利用【森づくり課】

＊1民有林：国以外のものが所有している森林。民有林は、都道府県・市町村・財産区で所有する公有林と、個人、会社、団体
などが所有する私有林とに区分されます。

＊2間伐：林内がうっ閉し、林木相互間の競合が始まった後、目的樹種を主体にその一部を伐採して林分密度を調節することに
より、林木の利用価値の向上と下層植生の発達を促し、表土の流出の防止など森林の有する諸機能の維持増進を図るための
伐採のことをいいます。

＊3齢級：森林の年齢を5年ごとに区切ったもので、例えば10齢級とは新植後46年から50年のものをいいます。
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図3-3-90 齢級別人工林面積（H15.3.31現在）

適正に間伐され、下層植生に富んだスギ人工林

注1「低燃費かつ低排出ガス認定者」の台数は、ハイブリッ
ト自動車を除く。

注2軽自動車、小型二輪自動車は含まない。
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（３）森林の保全と管理

山村地域の過疎化や高齢化が進む一方、県民が森

林にレクリエーション等の場を求める機会が増加し

ています｡このため、山火事の未然防止や違法伐採、

ゴミの不法投棄などに対する監視活動が不可欠であ

り、県においては森林保全巡視員（Ｈ15：8名）、市
町村には森林保全推進員（Ｈ15：67名）を配置し、
地域住民と連携を図りながら森林パトロールを実施

しています｡

また、山地災害の予兆や発生などの情報収集のた

め、山地災害情報モニターや山地防災ヘルパーを県

内に1,200名配置しています。
さらに、特に水源のかん養などの機能発揮が求め

られている森林を保安林＊1に指定したり、県土を適

正かつ有効に活用するために林地開発許可制度＊２を

通じた森林の転用行為の規制等を行っています。

（４）県民参加の森林づくり

森林をはじめとする緑は、豊かな心を育み、生活

にゆとりと潤いをもたらすなど、豊かな生活を実現

する上で重要な役割を果たしており、森林や緑を守

り・育てていくためには、こうした森林や緑に対す

る県民意識の高揚を図る必要があります。

このため、「緑の募金」や「緑化大会」などを実

施し、森林づくりの普及啓発を行っています。

さらに、緑を愛し守り育てることを学ぶため「緑

の少年団」が組織されており、少年団員が参加する

森林づくり学習の場の提供や活動等に対する支援を

行っています。

今後は、これらの活動を継続的に展開し、市民グ

ループ等のボランティア活動による森林づくりな

ど、県民自らが森林の整備や保全に参加出来るよう、

参加希望者と受け入れ者をつなぐ森林づくり情報ネ

ットワーク体制の整備を進めながら、森林に対する

県民の理解を深めていきます。

（５）森林整備を担う人材の育成

森林生態系に配慮した多様な森林施業等を行える

知識・技術を有した森林整備を担う人材を確保・育

成する必要があります。

このため、新規に就労した林業労働者に対し、職

業訓練研修により現場就労に必要な基礎知識や資格

等を習得させ、多面的な技術等を持った優秀な人材

を育成しています。

＊1保安林：森林の有する水源かん養機能、災害防備、生活環境の保全･形成等の公益的機能に着目し、受益対象との関係におい
て特に当該機能を発揮させる必要のある森林を保安林に指定します。これに伴い指定目的を達成させるために伐採制限や植
栽の義務が課せられ、違反した場合は状況に応じて罰則が適用されます｡

＊2林地開発許可制度：保安林以外の森林についても、水源かん養や環境保全といった公益的機能を有すると共に、県民生活の
安定と地域社会の健全な発展に寄与しており、1haを超える規模の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要となります。無
許可開発や適正な開発行為がなされない場合は、監督処分や罰則が適用されます。

豊かな海の森林づくり

緑の募金活動
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概
　
　
要

オゾン層＊1が破壊されると、地上に到達する有害

な紫外線が増加し、皮膚ガンや白内障など人の健康

被害や植物の成育阻害といった生態系への悪影響を

生じる恐れがあります。このため、その原因物質で

あるフロン＊2が大気中に放出されないようフロンの

回収・破壊を進めています。

（１）法律に基づく規制

（２）県の取組み

法規制前の平成７年８月に「福井県フロン回収推

進会議」を設置し、県独自のフロン回収システムを

構築しました。平成９年度までに県の補助制度を活

用して、県内の粗大ゴミ処理場14か所すべてが、フ
ロン回収機を整備したほか、平成９年度から法規制

が開始される14年3月までの間、フロン回収協力事
業所の認定制度を運用しました。

現在は、フロン回収破壊法に基づくフロン類回収

業者等の登録を行うとともに、回収・引渡しが適正

に実施されるよう登録業者への立入指導等を行って

います。

3 オゾン層の保護　【環境政策課】

平成14年4月から第一種特
定製品＊3、同年10月から第
二種特定製品＊3について、
冷媒フロンの回収を特定
製品の廃棄者に義務付け
ています。

平成13年４月から家電製
品のリサイクルに併せて、
家庭用の冷蔵庫とルーム
エアコンについて冷媒フ
ロンの回収を家電メーカ
ー等に義務付けています。

フロン回収破壊法注1 家電リサイクル法注2

注1「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保
に関する法律」

注2「特定家庭用機器再商品化法」

表3-3-91 本県のフロン類回収量等（平成14年度）

第一種特定製品 第二種特定製品注

回収台数（台） 回収量（kg） 回収台数（台） 回収量（kg）
1,778 9,384 6,989 2,502

注第二種特定製品は、H14.10.1～H15.3.31の回収台数と回収量

表3-3-92 フロン回収破壊法に基づく登録業者数
（平成15年12月1日現在）

第１種フロン類 第２種特定製品 第２種フロン類
回収業者 引取業者 回収業者

登録 204 699 356
業者数

＊1オゾン層：地上10～50km上空の成層圏の中でオゾン濃度の高い層をいい、太陽光に含まれる紫外線のうち特に生物に有害な
波長の紫外線を吸収しています。

＊2フロン：フッ素と炭素等からなる化合物でクロロフルオロカーボン（ＣＦＣ）、ハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）
などがあります。オゾン層を破壊する原因物質の１つとされており、破壊する程度の強いフロンは平成７年末で生産を全廃
することになっています。主に、冷蔵庫やカーエアコン等の冷媒、精密機械等の洗浄剤、エアゾール製品の噴射剤などに使
用されてきました。

＊3第一種特定製品、第二種特定製品：フロン回収破壊法において、冷媒としてフロンが充填されている機器のうち業務用のエ
アコン、冷蔵および冷凍機器を第一種特定製品、カーエアコンを第二種特定製品と定義しています。

＊４酸性雨：雨は、もともと空気中の二酸化炭素を吸収するため弱い酸性ですが、酸性雨とは、化石燃料等の燃焼に伴い発生す
る硫黄酸化物や窒素酸化物を取り込むことによって、より強い酸性に変化した雨のことをいいます。酸性雨は、1960年代か
ら北米やヨーロッパで湖沼や森林等の生態系あるいは遺跡等の建造物などに大きな影響を及ぼすとして、問題化してきまし
た。なお、酸性の強さはｐＨ（ピーエッチ）で表し、ｐＨが低いほど酸性の度合いが大きいことを示します。

＊５ヤシャゲンゴロウ：夜叉ケ池にしか生息しない「固有の種」であることが確認されており、メススジゲンゴロウが夜叉ケ池
に隔離されて長い間に独自の進化を遂げたものと言われています。平成８年には「国内希少動植物種」に指定されています。

＊６夜叉ケ池：南条郡今庄町東南部の標高1,099ｍにあり、東西75ｍ、南北80ｍ、周囲は230ｍ、水深７～８ｍで、広さ0.042km2の
小湖で、涸水がないことで古くから注目されてきました。

化石燃料等の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物や

窒素酸化物等を取り込むことによって、より強い

酸性に変化した雨を酸性雨といい、現在、福井市、

敦賀市、勝山市および越前町の４地点で継続した

監視を行っています。

現在のところ酸性雨による土壌・植生、陸水等

への影響は、明確には認められていません。

国では、全国の状況を把握するため酸性雨対策

調査を実施しており、平成10～12年度における全
国の平均値は4.8であり、福井県は全国と比べてや
や低い状況にあります。

また、平成10年度からは、ヤシャゲンゴロウ＊５

の生息でも知られる夜叉ヶ池＊６（今庄町）において、

池水と酸性雨の関係などを調査しています。

4 酸性雨＊4の監視 【環境政策課】
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※地点の下の数字
福井市、敦賀市、勝山市、越前町：雨のpHの平均値
夜叉ケ池：池水のpHの平均値

越前町血ヶ平
4.6

福井市原目町
4.5 勝山市北谷

4.6

夜叉ヶ池
5.47

敦賀市新和町
4.6

図3-3-93 酸性雨監視地点と14年度の監視結果

地球温暖化をはじめ、今日の環境問題は地球規模

で広がっており、国際環境協力は今後ますます重要

になってくると思われます。

（１）北東アジア地域環境協力の推進【環境政策課】

北東アジア地域自治体連合（平成8年設立）にお
いて、環境分科委員会を開催し、環日本海の国際環

境協力を推進しています。

○北東アジア地域自治体連合：中国、日本（青森、

山形、新潟、富山、石川、福井、京都、兵庫、

鳥取、島根）、モンゴル、韓国、北朝鮮、ロシ

アの6か国、39自治体
○北東アジア地域環境国際シンポジウムの開催

（平成15年11月、ハバロフスクにて）
（２）海辺の漂着物調査【環境政策課】

�環日本海環境協力センターの呼びかけで、平成

8年度から日本海沿岸の海辺の漂着物調査を実施し
ています。

○平成14年度は、日本、ロシア、韓国、中国の4
か国、22自治体、1,346名が参加
○本県では、平成14年9月22日（日）、三国町浜地
海岸にて、三国海洋少年団が参加し、実施しま

した。

（３）技術研修等【国際政策課】

わが国の環境保全技術を広く伝達するため、外国

人の方々に対して技術研修や意識啓発を行っていま

す。

県の試験研究機関において、環境関係技術の修得

を希望する海外技術研修員を受け入れており、衛生

環境研究センターでは、平成14年11月から平成15年9
月までの11か月間、中国浙江省から水質検査技術を
学ぶ研修員1名を受け入れました。また、韓国から
国際交流分野で受け入れた海外自治体職員研修員に

対しても、衛生環境研究センターにおいて、環境に

関する研修を行いました。

平成15年11月には、財団法人福井県国際交流協会
が「地球は一つ、交流から協力へ」をテーマに「福

井国際フェスティバル」を、県国際交流会館で開催

しました。環境を取り上げたコーナーでは、リサイ

クル戦隊ワケルンジャーによるキャラクターショー

を開催し、その中で、福井市のごみ分別の仕方を中

心とした体験型クイズを行い、参加した県内在住の

外国人の方々に対して、ゴミの分別やリサイクルの

重要性についての意識啓発を行いました。

5 国際環境協力の推進
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福井県は、自然豊かな県と評されており、その豊

かな自然環境を保全するため、自然公園法および福

井県立自然公園条例に基づく自然公園や福井県自然

環境保全条例に基づく自然環境保全地域が指定され

ています。

本県の自然公園は、白山山系の山岳公園である白

山国立公園、嶺北の隆起海岸である越前加賀海岸国

定公園、嶺南のリアス式海岸である若狭湾国定公園、

白山国立公園に隣接する奥越高原県立自然公園の４

公園が指定され、その面積は61,432haで県土面積の
約14.7％を占めています。また、若狭湾国定公園に
は、海中の景観を維持するために三方海中公園地区

が指定されています。自然公園区域内において、工

作物の新改増築、土地形状の変更、木竹の伐採など

の行為をしようとする場合は許可または届出が必要

であり、場合によっては条件を付すなどして環境の

保全を図っています。

また、国が委嘱する自然公園指導員や県が委嘱す

る自然公園管理協力員等の協力を得て、自然公園の

利用者や居住者に対して自然環境保全の重要性の普

及啓発を図っています。

表3-4-2 自然公園利用者数（平成14年）

第4章　自然との共生

第1節 すぐれた自然環境の保全

1 自然公園【自然保護課】

自
然
と
の
共
生

白　　山 5,206 220 4,986
国立公園

越前加賀海岸 7,530 92 7,257 181
国定公園

若　狭　湾 15,457 67 15,185 205 30.2
国定公園

奥越高原 33,239 19,927 13,312
県立自然公園

計 61,432 379 47,355 13,698 30.2

特別地域 普通
公　園　名 面　積

地域

海中公

園地区特別保
護地区

特別
地域

表3-4-1 自然公園の概況　　　　　　　　　　（単位：ha）

公　園　名 利用者数

白山国立公園 217千人

越前加賀海岸国定公園 5,765千人

若狭湾国定公園 5,422千人

奥越高原県立自然公園 3,170千人

計 14,574千人

2 自然環境保全地域【自然保護課】

（１）自然環境保全地域の保全

県では、周辺の自然的社会的諸条件からみてその

自然環境を保全することが特に必要な区域を「自然

環境保全地域」に指定しています。

現在は、敦賀市池河内の湿原と池田町楢俣のブナ

林の2箇所が指定されています。
池河内中央部の阿原ヶ池周辺には、当地区の管

理・保全を図るための巡視歩道（604ｍ）を整備す
るほか、地元集落に水路の草刈り等の管理を委託し、

訪れた人々が四季折々の美しい自然を観察するのに

利用されてきました。現在は、巡視歩道の老朽化が

進み、一部が腐朽し危険な状態であることが判明し

たため、平成15年度から18年度にかけて、全面的な
改修工事を行っています。
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（２）自然環境保全条例に基づく保全

自然環境保全地域、自然公園、保安林、都市公園、

市街化区域、用途地域および風致地区等の区域以外

における一定規模以上の開発行為は、福井県自然環

境保全条例に基づき、事前届出が義務付けられてい

ます。届出を要する行為は、宅地の造成、ゴルフ場、

スキー場、遊園地またはキャンプ場の建設、水面の

埋立てまたは干拓および土地の開墾その他土地の地

形の変更のうち、一団地の土地の総面積が1 ha以上
の行為です。

これらの行為に対し、県は自然環境の保全のため

に必要があると認めるときは、助言または勧告をす

ることがあります。

（３）自然環境保全のための買上げ

県では、昭和53年度と平成元年度に、大野市上打
波の刈込池周辺（白山国立公園の第一種特別地域内）

268.3haを買い上げ、すぐれたブナ林を保全するとと
もに、解説板等を設置し、自然とのふれあいや自然

学習の場としての活用を図っています。

こうした取組みは、近年では県内の市町村でも

徐々に行われつつあり、平成８年度には、大野市が

平家平のすぐれた自然環境を保全するため196haを買
い上げています。

表3-4-3 福井県自然環境保全地域の概要（平成15年3月31日現在）

名　称 所在地
指　定 面　　積（ha）

保全対象とする自然環境の概要
年月日 特別地区 普通地区 計

敦賀市を流れる笙の川の源流部に形成された湿原とその周

辺域。湿原部にはヤナギトラノオ（南限種）、ヤチスギラ

ン（西限種）、ミズドクサ（南限種）、ハッチョウトンボな

どの貴重な野生動植物がみられる。

本県では稀なブナ－ウスギヨウラク－チシマザサ群落とし

て特徴づけられるブナ自然林が広範囲に分布する。一帯に

はモミジカラマツ（西限種）、シロウマイノデ（西限種）

などの植物の他、クマタカなどの希少猛禽類がみられる。

池河内
敦賀市 昭和

103.2 111
池河内 52.3.25

池田町 昭和
楢　俣 162.12 － 162.12

楢　俣 54.6.19

「星空の街・あおぞらの街」全国協議会では、毎年度、大気環境保全の啓発・普及、大気環境の観察等の分野
で優れた活動を行った団体・個人に対し表彰を行っています。
平成15年度には、大野市のオヤット天文クラブが「全国協議会会長賞」に選ばれ表彰されました。オヤット

天文クラブは、北陸特有の雨や雪が観測の邪魔をするなど悪条件が多い中で、星空観察体験教室や天文観測会
の実施など、長年、活発に活動を展開しています。また、「宇宙の感動から地球や自然、故郷を大切にする豊か
な心を育てたい」を活動テーマに子供を中心とした天文観察会を行っており、子供たちへの天文普及活動を積
極的に行っています。
＊１「星空の街・あおぞらの街」全国協議会：郷土の環境を活かした地域おこしの推進と大気環境保全意識の高揚を図るこ
とを目的に、平成元年度に結成されました。全国340余りの自治体が加入しており、本県では、福井市、小浜市、大野市
が加入しています。

コラム OYATTO（オヤット）天文クラブ「星空の街・あおぞらの街」全国協議会＊１会長賞受賞【環境政策課】

3 ふるさとの環境

本県は、越山若水といわれるように美しい山々や

海に恵まれており、これらの自然や風景は、私たち

の生活に有形無形の恩恵を与え、心のふるさとにな

っています。

（１）ふるさと福井の自然100選【自然保護課】

本県の優れた自然を、再認識してもらい次世代に

引き継いでいくため、県では平成7年3月、県民から
地域のシンボルとして親しまれている優れた自然を

募集し、「ふるさと福井の自然100選」として選定し
ました。原生的な自然から鎮守の森のように身近な

自然まで、県内全域の優れた自然が幅広く選ばれて

います。

7.8

（うち、野生

動植物保護

地区 7.4）
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番号 名　　　　　称 所　在　地

１ 文殊山 福井市・�江市

２ 武周ヶ池 福井市

３ 亀島～鉾島 福井市

４ 足羽三山 福井市

５ 一乗谷 福井市

６ 国見岳 福井市

７ 小丹生海岸・弁慶の洗濯岩 福井市

８ 三里浜 福井市

９ 気比の松原 敦賀市

10 池河内湿原 敦賀市

11 黒河川上流域 敦賀市

12 水島・明神崎 敦賀市

13 門ヶ崎 敦賀市

14 西方ヶ岳～蠑螺ヶ岳 敦賀市・美浜町

15 金ヶ崎城跡・天筒山一帯 敦賀市

16 野坂岳 敦賀市

17 鬼ヶ岳 武生市

18 日野山 武生市・南条町

19 村国山 武生市

20 蘇洞門海岸 小浜市

21 百里ヶ岳・根来坂 小浜市

22 蒼島・加斗海岸 小浜市

23 久須夜ヶ岳・エンゼルライン 小浜市

24 鵜の瀬渓流・白石神社 小浜市

25 多田ヶ岳 小浜市

26 六呂師高原 大野市・勝山市

27 赤兎山 大野市・勝山市

28 刈込池一帯 大野市

29 荒島岳 大野市・和泉村

30 経ヶ岳 大野市・勝山市

31 九頭竜峡 大野市

32 姥ヶ岳～平家平～倉ノ又山 大野市

33 一ノ峰～三ノ峰 大野市

34 亀山 大野市

35 銀杏峰・宝慶寺 大野市

36 真名峡・麻那姫湖 大野市

37 笹生川流域・伊勢峠 大野市・和泉村

38 平泉寺一帯 勝山市

39 取立山 勝山市

40 岩屋川上流域・岩屋観音 勝山市

41 杉山川流域・夫婦滝 勝山市

42 法恩寺山・弁ヶ滝 勝山市

43 西山公園 �江市

44 足羽川中流域・鳴滝一帯 美山町

45 松岡古墳公園 松岡町

46 吉野ヶ岳 松岡町

47 九頭竜川鳴鹿橋一帯 永平寺町

48 浄法寺山～冠岳 永平寺町

49 大仏寺山・永平寺 永平寺町

50 吉峰寺一帯 上志比村

番号 名　　　称 所在地

51 平家岳 和泉村

52 石徹白川流域・天狗岩 和泉村

53 九頭竜湖一帯 和泉村

54 大堤 三国町

55 瀧谷寺の森 三国町

56 雄島 三国町

57 越前松島 三国町

58 東尋坊・荒磯遊歩道 三国町

59 北潟湖 芦原町・金津町

60 刈安山・剱ヶ岳 金津町

61 竹田川上流域 丸岡町

62 丈競山 丸岡町

63 紀倍神社の森 春江町

64 春日神社の森 坂井町

65 花筐公園 今立町

66 権現山・柳の滝 今立町

67 大滝神社の森 今立町

68 冠山～金草岳 池田町

69 龍双ヶ滝一帯 池田町

70 部子山 池田町

71 杣山 南条町

72 野見ヶ岳・武周ヶ池 南条町

73 夜叉ヶ池 今庄町

74 木ノ芽峠～鉢伏山 今庄町

75 日野川上流域 今庄町

76 藤倉山～鍋倉山～燧ヶ城址 今庄町

77 矢良巣岳 河野村・武生市

78 越知山～花立峠 朝日町

79 蛇ヶ岳・蛇ヶ池 宮崎村

80 城山 越前町

81 呼鳥門 越前町

82 ガラガラ山 越廼村

83 越前夫婦岩一帯 越廼村

84 水仙群生地 河野村・越前町・越廼村

85 六所山 織田町

86 賀茂神社の森 清水町

87 三方五湖・梅丈岳 三方町・美浜町

88 常神半島・御神島 三方町

89 雲谷山・観音川流域 三方町

90 三方海中公園・烏辺島 三方町

91 耳川上流域・屏風ヶ滝 美浜町

92 水晶浜・丹生の浦 美浜町

93 瓜割の滝 上中町

94 頭巾山・野鹿の滝 名田庄村

95 八ヶ峰 名田庄村

96 鷹島・城山公園 高浜町

97 音海断崖 高浜町

98 青葉山 高浜町

99 父子川流域・父子不動の滝 大飯町

100 赤礁崎 大飯町

表3-4-4 ふるさと福井の自然100選
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し
て
い
き
た
い
と
願

っ
て
い
る
音
の
聞
こ
え
る
環
境
（
音
環
境
）
の
う
ち
、
特
に
そ
の
保
全
に
意

義
が
あ
る
も
の
を
選
定

③
か
お
り
風
景
10
0選
（
環
境
省
選
定
）

豊
か
な
か
お
り
と
そ
の
源
と
な
る
自
然
や
文
化
・
生
活
を
、
将
来
に
伝
え

て
い
く
た
め
、
特
に
優
れ
た
地
点
に
つ
い
て
選
定

④
水
源
の
森
10
0選
（
林
野
庁
選
定
）

豊
か
な
緑
と
水
の
源
泉
を
保
全
・
整
備
し
、
後
世
に
引
き
継
ぐ
た
め
、
全

国
の
代
表
的
な
「
水
源
の
森
」
を
選
定

⑤
日
本
の
水
浴
場
88
選
（
環
境
省
選
定
）

平
成
13
年
3月
、
水
質
が
良
好
で
快
適
な
水
浴
場
を
広
く
普
及
す
る
こ
と
を

目
的
に
選
定

⑥
名
勝
（
国
指
定
）

「
わ
が
国
の
す
ぐ
れ
た
国
土
美
と
し
て
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」
を
指
定

本
県
は
豊
か
で
美
し
い
自
然
に
囲
ま
れ
て
お
り
、「
名
水
10
0選
」

な
ど
に
県
内
各
地
の
優
れ
た
自
然
が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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（１）里山の保全と活用【森づくり課】

自然と人との共生や生物多様性という点において

も貴重な里山等は、林業生産活動の低迷や山村の過

疎化により人の関与が薄れており、森林の持つ多面

的機能が発揮されない状況となってきています。

このような中、近年の自然保護活動等の高まりを

踏まえ、市民参加型の森林整備や自然体験活動を実

施し、身近な自然として一般市民に森林や自然の大

切さを訴え、豊かな県土と人間社会の形成を図って

いくことが重要となっています。

このため、平成15年度から県内７地域において、
地域住民が主体となって、モデル的な里山を設定し、

伐採や植樹などの森林作業や自然観察、炭焼き体験

などを実施することにより、里山の保全と活用を進

めることとしています。

（２）農村の整備【農村振興課】

①里地棚田保全整備事業

里地里山では、過疎化・高齢化の進行等により、

耕作放棄地が増加するとともに、土地改良施設等の

維持管理が粗放化し、その多面的機能の低下が懸念

されています。

このため、里地里山において、多様な地域条件に

即した簡易な生産基盤整備や、土地改良施設等の維

持管理活動を地域ぐるみで実施していくために必要

な施設整備等を行い、里地里山や土地改良施設等の

多面的機能の良好な発揮や豊かな自然環境の保全・

再生を進めています。

②中山間地域総合整備事業

里地里山は、社会的資本整備が平地部に比べ遅れ

ています。この現状を脱却し、活力ある地域社会づ

くりを進めるため、農業生産基盤および農村生活環

境基盤の整備を通じて、特色ある農業と活力ある農

村づくりを促進するとともに、併せて地域における

定住の促進、国土・環境の保全を進めています。

第2節 身近な自然環境の保全

1 里地里山の保全および活用

2 都市の緑の保全と整備

（１）都市公園【都市整備課】

都市公園は、良好な風致・景観を備えた地域環境

を形成し、自然とのふれあいを通じて、住民やまち

にうるおいを与える施設です。さらに、スポーツ・

レクリエーションの場の提供、公害発生の緩和、災

害時における被害の軽減、避難・救援活動の場など

の機能を有する根幹的施設でもあります。

本県の都市公園は、主要都市部における戦災・震

災を契機に、街区公園等の整備が進み、その後、土

地区画整理事業に伴う住区基幹公園の整備、さらに、

総合公園・運動公園等の都市基幹公園の整備を積極

的に進めてきました。また、地域的な均衡を図るた

め、県内４地域において広域的な拠点となる県営公

園の整備をすすめており、現在「若狭総合公園」

「奥越ふれあい公園」「トリムパークかなづ」の３公

園が供用を開始しています。

本県における都市公園整備状況は、21市町村（７
市 1 3町１村）において開設数 6 4 0か所、面積
1,035.31ha（H15.3.31現在）となっています。都市計
画区域内人口一人当たりの面積は14.03m2（全国平均
8.5m2）で全国7位の整備水準です。
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（２）緑の基本計画、広域緑地計画【都市計画課】

緑は、都市環境に潤いとやすらぎをもたらすとと

もに、水・大気の浄化機能や動植物の生息地・生育

地を確保するなど、自然と人間が共生する生活環境

を形成する上で重要な役割を担っており、緑地の適

正な保全や緑化の推進、緑の創出に努めることが必

要です。

このため、地域の実情を踏まえ、官民一体となっ

て緑地の保全および緑化の推進に関する施策や取組

みを総合的に展開することを目的として、市町村ご

とに「都市緑地保全法」に基づく「緑の基本計画」

の策定を進めています。（平成15年３月末現在、勝
山市、福井市、朝日町、大野市、�江市、敦賀市、

丸岡町が策定済）

また、県においては、緑の現状とめざす将来像を

明らかにし、住民、市町村、県の各部局が連携して

取り組むことを目的とし、広域的観点から緑とオー

プンスペースの確保目標水準、配置計画などを明ら

かにした「広域緑地計画」を策定しています。

今後、緑につつまれた県土づくりを実現するため、

これらの計画に基づき、風致地区＊1、緑地保全地区＊2

および緑地協定制度＊3などを活用していきます。

表3-4-6 風致地区の指定状況（Ｈ15.3末）

表3-4-7 緑地協定（緑化協定）の締結状況（Ｈ15.3末）
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2

図3-4-5 県内の都市公園面積の推移

和風園（トリムパークかなづ）

＊1風致地区：都市における樹林地等の良好な自然的景観と、それと一体になった史跡名勝等を含む区域の環境を保全し、良好
な都市環境を維持することを目的として定める地区です。風致地区内における建築物や工作物の建築、宅地の造成および木
竹の伐採等の行為に対しては、福井県および福井市の風致地区条例で一定の規制を行うことで、風致の維持を図っています。

＊2緑地保全地区：都市における良好な自然環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に
保全する制度です。これにより豊かな緑を将来に継承することができます。

＊3緑地協定制度：住民の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度です。地域の方々の協力で、街を良好な
環境にすることができます。

地　区　名 所在地 面積（ha）

福井城跡風致地区 福井市 6.9

足羽川風致地区 福井市 108.8

足羽山風致地区 福井市 194.9

協　　定　　名 所在地 面積（ha）

八幡地区緑化協定 武生市 3.1

福井北インター流通センター 福井市 10.9

緑化協定

サンライフタウン東中野緑化協定 坂井町 5.3

パープルタウン黒目緑化協定 三国町 3.8

福井市中央工業団地緑地協定 福井市 16.9

北府地区緑地協定 武生市 3.2

三国町安島緑地協定 三国町 12.5
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（３）開発許可制度による緑地の保全と創出

【都市計画課】

都市計画法に基づく開発許可に当たっては、緑豊

かなまちづくりを行うため、環境の保全、回復等に

配慮しながら、都市周辺部の無秩序な市街地の拡大

の防止を図っています。開発行為の目的、規模、周

辺の状況等を考慮して、植物の生育の確保上必要な

樹木の保存、表土の保全の措置、環境の悪化の防止

上必要な緑地帯その他の緩衝帯の配置、開発区域面

積の３％以上の公園、緑地または広場の設置等を行

っています。

（４）水と緑のネットワーク整備【河川課】

福井市の中心域には、歴史のある用水路が張り巡

らされ、市内の河川とともに、市民が身近にふれあ

える貴重な水辺として重要な役割を果たしてきまし

た。しかし、近年の都市化の進展や農地の減少によ

り、水路や河川を流れる水量が減少するとともに、

水路の埋立てや蓋がけが進むなど、市内の貴重な水

と緑の空間が失われつつあります。

このため、九頭竜川から市内の用水路や河川に環

境用水を導水することにより、豊かな水量を確保し、

身近にふれあえる水辺を街中に取り戻すことや、防

火用水の確保などで災害に強い街づくりを進めま

す。また、モデル箇所の整備を行い、「歴史の風格

と自然のやすらぎ　水と緑に彩られた都市の活力・

福井の街づくり」を目指します。平成16年度には環
境用水を導水する予定です。

図3-4-8 福井市中心域「水と緑のネットワーク整備」全体計画図



80

●第３部　環境の現況と県の取組み

（１）自然環境を活かした魅力ある農村環境づくり

農村では、自然の物質循環を基礎とした適切な農

業生産活動を通じて、食料の安定供給はもとより国

土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景

観の形成、文化の伝承等の多面的機能が発揮されて

おり、人々の生活に不可欠なものです。

表3-4-9 福井県の農業の多面的機能の評価

このため、人々に安らぎを与えてくれる緑豊かな

農村環境を創造し、維持・保全していくことは、地

域住民のみならず、農業・農村にゆとりと安らぎを

求める都市住民にとっても極めて重要であり、共通

の財産として将来に伝えていくことが必要です。

また、農村環境の重要な要素となっている水田、

水路、ため池、里山などを生き物との触れあいの場

として活用しながら、農業・農村や自然環境への関

心と理解を高め、将来を担う感性豊かな子供達を育

てるため、学校と連携したビオトープづくりや生き

物調査を実施し、農業・農村の多面的機能の普及啓

発に努めています。

（２）環境との調和に配慮した農業・農村の整備

農村では、水田等の農地のほか、雑木林、鎮守の

森、生け垣、用水路、ため池、畦や土手･堤といっ

た多様な環境が有機的に連携し、多様な生態系が形

成されてきました。

しかし、近年の開発や整備により動植物の生息･

生育地の縮小や分断化等による野生生物種の個体群

の絶滅が危惧されています。

このため、農業・農村の整備においては、可能な

限り環境への負荷や影響を回避・低減し、良好な環

境を維持・形成しつつ整備を進めています。また環

境に係る情報協議会を設置し、地域住民、専門家を

交えて意見交換会を行い、事業計画を策定していま

す。

また、田んぼや用排水路などに生息する生き物を

調査し、環境との調和に配慮した整備手法・工法の

検討を行っています。

3 農村環境の保全【農村振興課】

機　能 貨幣価値（単位：億円）

洪水防止 254

水源涵養 114

保健・保養 200

その他 41

合計 609

*農林水産省農業総合研究所試算に基づき県で算出（H10）

坂井土地改良区・坂井上兵庫地区
「地域住民参加型ビオトープづくり」（H15.8）

東藤島小学校 「用水路生き物調査」（H15.4）

嶺南振興局二州農林部 「生き物調査」（H15.4）
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豊かな自然環境を保全し、健全な生態系と生物多

様性を確保することは、持続可能な社会を実現して

いくための重要なカギとなります。しかし、本県で

も、社会経済活動の進展により、都市化の進行や森

林の減少、海岸や河川の開発などが進み野生生物の

生息・生育環境は次第に脅かされてきました。また、

里地里山の管理がなされなくなることにより、メダ

カやゲンゴロウなどかつては身近に見られた動植物

が著しく減少したり、移入種（外来魚等）が在来種

を駆逐するなど生物多様性を脅かす新たな現象が生

じ、「新・生物多様性国家戦略」の中でも大きな課

題とされています。

県では、生物多様性の確保等に資するため、これ

まで自然環境に関する各種の調査を実施してきまし

た。その成果については、報告書の他、ホームペー

ジ「みどりのデータバンク」を通じて公開しており、

自然保護意識の向上や環境教育のために活用される

ことを期待しています。

URL http://midori.eco.ain.pref.fukui.jp/gbank/G_index.html

①自然環境保全基礎調査

自然環境保全基礎調査は、「緑の国勢調査」とも

呼ばれ、全国的な観点から我が国における自然環境

の現況および改変状況を把握し、自然環境保全の施

策を推進するための基礎資料を整備することを目的

として、環境省が自然環境保全法第4条の規定に基
づき実施しています。

県では、昭和48年度以降、環境省の委託を受けて
本調査を毎年実施しており、平成14年度は哺乳類分
布調査、平成15年度はメダカやゲンゴロウなど希少
野生生物が集中して生息する里地里山を選定するた

め、県内の希少野生生物の生息状況に関する調査を

実施しています。

②レッドデータブックの作成

県では、本県の野生動物の生息状況を評価し、絶

滅のおそれのある種についての現状をとりまとめた

「福井県レッドデータブック」を作成しており、平

成13年度には「動物編」が完成しています。「動物
編」では、すでに野生の状態では絶滅したと考えら

れる「県域絶滅」をはじめ、絶滅の危険性の程度に

応じて4区分に分類した合計371種の動物が掲載され
ています（表3-4-10）。また、15年度には「植物編」
の発行を予定しています。本県の生物多様性を保全

する観点から、これらの野生生物をどのように保護

していくかが今後の課題となっています。

第3節 希少野生動植物の保護など生物多様性の確保

1 野生動植物の生息、生育状況調査【自然保護課】

表3-4-10 福井県レッドデータブックカテゴリー別一覧

県域絶滅
県域絶滅 県域絶滅 県域準

要注目 総　計
県内で確認され

危惧Ⅰ類 危惧Ⅱ類 絶滅危惧 ている種数

哺　乳　類 2 2 4 2 10 36
鳥　　　類 1 21 27 29 11 89 317
爬　虫　類 1 3 4 8 21
両　生　類 2 1 1 1 5 18
淡 水 魚 類 8 17 7 1 33 98
昆　虫　類 2 34 34 34 78 182 7,862
陸 産 貝 類 3 4 16 6 29 103
淡水産貝類 3 3 5 3 1 15 40
総　計 11 73 105 84 98 371 8,495
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日本の原風景ともいえる里地や里山は、農産物や

薪炭の原料を生産・採取する場であるとともに、メ

ダカやゲンゴロウ、ホタルなど多くの生き物の生

息・生育環境になっていました。しかし近年、農法

の近代化や基盤整備により里地里山の自然環境が変

容し、環境省の調査では全国で絶滅危惧種が集中し

て生息・生育する地域の5割前後が、里地里山に分
布することがわかってきました。

武生市西部地域には、里地里山の原風景や自然環

境が今も良好な状態で残されており、多くの希少野

生生物の生息・生育が確認されています（第1部３
参照）。県では、本地域の保全と活用を図るための

総合的な計画「人とメダカの元気な里地づくりビジ

ョン」を平成16年度までに策定するため、地域住民、
関係団体、学識経験者等からなる検討会を設置し、

幅広い合意形成と専門的知見からの検討を進めてい

ます。

また、検討会と並行して地元では「里地探検隊」

を実施しています。これは、外部の人と住民がいっ

しょに集落とその周辺の雑木林、山林、ため池、神

社などを歩き観察しながら、地域の自然や生活文化

について調べ、その結果を今後の地域づくりに活か

そうとするものです。日ごろ、出入りすることが少

ない場所へ外部の人といっしょに出かけることで、

これまで気づかなかった地域の宝が見えてきます。

こうした活動を計画づくりに連動させ、地域の方の

地域に対する誇りや環境意識を醸成しています。

1980年代にはアマゾンなどで熱帯雨林の破壊等が進み、膨大な量の生物を絶滅させたことから、地
球上の生物種を保全するための国際的な対策が求められるようになりました。こうした動きを受けて、
1992年、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開かれた地球サミットで「生物多様性条約」が採択され、
生物の多様性を遺伝子、種、生態系の3つのレベルでとらえ保全することの重要性が示されました。日
本は、翌1993年にこの条約に加盟し、1995年には生物多様性を保全する理念や基本方針を掲げた
「生物多様性国家戦略」を策定しました。その後、環境意識の高まりや各省の環境保全に向けた取組み
の進展など取り巻く環境が変化したことを受け、改訂作業が進められ、2002年3月に「新・生物多様
性国家戦略」を策定しました。

コラム 新・生物多様性国家戦略

2 地域と連携した希少野生生物の保全・活用【自然保護課】

外来魚とは、もともと日本に生息していなかった

魚の総称ですが、中でもブラックバス（オオクチバ

ス、コクチバスの総称）とブルーギルは魚や魚卵を

食べ、繁殖力の強さと環境適応力の高さから在来生

態系や漁業に大きな影響を及ぼすことが懸念されて

います。これらの外来魚は、主に釣りの対象魚とし

て放流されたことにより分布域が全国に広げられた

と考えられており、その生息域の拡大が深刻な社会

問題になっています。

本県でも、オオクチバスやブルーギルの生息が確

認されており、現在、北潟湖や三方湖では漁業者に

よる駆除が行われています。また、両湖以外でもこ

れらの外来魚の生息が報告されています。県では、

内水面漁業調整規則で知事の許可なくブラックバス

やブルーギルの移植（放流）を行うことを禁止する

とともに、漁業者による駆除への助成、県民に対す

る啓発活動を行ってきました。平成16年度からは、
さらに外来魚の実態調査や効率的な駆除方法の確立

等の総合的な対策を講じることにより、ブラックバ

スやブルーギルの撲滅を目指します。

3 外来魚対策【水産課】

里地探検隊
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本県では、これまでに鳥類317種、陸生哺乳類48
種の分布・生息が記録されていますが、鳥類につい

ては、およそ4分の3が夏鳥、冬鳥等の渡り鳥となっ
ています。織田町にある環境省鳥類観測ステーショ

ンでは、山階鳥類研究所や本県の調査員によって

1973年から定期的に本県に飛来する渡り鳥の標識調
査が行なわれており、日本における渡り鳥研究の上

でも本県の鳥類相は注目されています。また、日本

で記録されている29種のワシタカ類のうち21種が本
県で記録されています。このような食物連鎖の上位

に位置する種が多く生息することは本県の生態系が

豊かであることを示しています。

一方、哺乳類では、本県を分布限界付近とする種

の存在が特徴としてあげられます。白山山系で確認

されているオコジョは分布の西限であり、また、ニ

ホンカモシカも本州の連続した分布の中では、本県

がほぼ西限に位置しています。その他、シカ、イノ

シシ、コウベモグラは日本海側では石川県が東限と

なっています。

このような野生鳥獣の存在は、本県の自然環境の

豊かさを表すバロメーターであり、長い間、人間と

野生鳥獣は適度なバランスを保ちながら共存してき

ました。しかし、近年、特定の野生鳥獣による農林

業被害が増大しており、この軋轢をどのようにして

解消するかが今後の大きな課題となっています。

第4節 野生鳥獣と人間社会との共生

1 鳥獣の現況

県では、鳥獣保護区、鳥獣保護区特別保護地区、

休猟区、銃猟禁止区域、鉛散弾規制地域を指定し、

野生鳥獣の適切な保護管理と狩猟の適正化を図って

います。これらの指定は、「鳥獣の保護及び狩猟の

適正化に関する法律」に基づき策定された「福井県

鳥獣保護事業計画（平成14～18年度は第9次）」の指
定計画に沿って、地元住民など利害関係者の理解を

得ながら進めています。

表3-4-11 鳥獣保護区等の設定状況（平成15年3月31日現在）

2 鳥獣保護区等の指定

区　　分 箇所数 面　積（ha）

鳥獣保護区 43 28,361

（うち特別保護区） （12） （ 930）

休猟区 10 10,433

銃猟禁止区域 52 24,661

鉛散弾規制地域 2 363

計 107
63,818

（県土面積の15％）

3 狩猟、有害鳥獣駆除の現況

（１）狩　猟

狩猟をするためには、知事が行う狩猟免許試験に

合格して狩猟免許を取得した後、狩猟をしようとす

る都道府県の狩猟者登録を受けることが必要です。

近年、鳥獣による農林業被害が拡大していること

から、農林業者が檻などを設置し自ら農地を守ろう

とする動きが見られ、網・わな猟免許の取得者が増

加しています。また、狩猟者により捕獲される鳥獣

の個体数は、特にイノシシ、オスジカが近年著しく

増加傾向にあり、逆にカモ類、スズメ類、ヤマドリ

等の鳥類が減少傾向にあります。狩猟は、農林水産

業や生態系への被害を未然に防止するなど個体数調

整の役割も果していますが、免許所持者の高齢化が

進んでおり、将来的に捕獲の担い手をどのように確

保するかが課題となっています。

鳥獣の違法捕獲等の取締りについては、関係機関

や警察と連携して違反、事故の根絶に努めており、

特に多くの狩猟者が出猟する狩猟期間＊1初日（毎年

11月15日）はパトロール体制を強化しています。
また、狩猟鳥の保護繁殖を図るため、毎年、人工

飼育されたキジを鳥獣保護区等を中心とした生息適

地に足輪を付けて放鳥するとともに、効果測定のた

め生息状況の追跡調査を実施しています。

＊1狩猟期間：狩猟者（狩猟免許を取得し、県に登録した人）が、銃や網・わなを使用して野生鳥獣の捕獲ができる期間（11月
15日から翌年2月15日）。鳥獣の生息数の安定や狩猟事故を防止するため、捕獲できる鳥獣の種類、捕獲場所、用いる猟法等
について法令で細かく規制されています。

【自然保護課】

あつれき
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（２）有害鳥獣の駆除

近年、各種開発行為等により鳥獣の生息環境が悪

化し、さらに暖冬による積雪量の減少、中山間地域

での耕作放棄水田の増加等も加わり、シカやイノシ

シなど特定の野生獣が生息域を拡大させながら農林

業に大きな被害を与えています。野生鳥獣は、電気

柵などの被害防除や追い払いなどに取り組んでもな

お被害を防止できないときには、許可を得て有害鳥

獣として駆除することが可能です。県では有害鳥獣

駆除が迅速かつ適切に行われるよう平成9年4月から
許可権限を市町村へ委譲しているほか、平成13年に

は１許可あたりのイノシシとシカの駆除頭数の上限

を引き上げるなど駆除対策を講じています。さらに

平成14年度からは、市町村が実施する有害獣駆除
（イノシシ、シカ、サルなどの大型獣を対象）に対

して補助制度を設けています。その結果、イノシシ

やシカなどの駆除頭数は急増していますが、生息域

の拡大に伴いこれまで被害が見られなかった地域で

も被害が発生するようになったことなどから、今後

は被害防除と駆除を適切に組み合わせた総合的な対

策が求められています。

表3-4-12 狩猟免許交付状況（平成15年3月31日現在）

免　許　区　分 交付数 対前年度増減

網・わな猟 361 39

第一種銃猟（装薬銃） 800 5

第二種銃猟（空気銃） 15 △ 16

計 1,176 △ 28

表3-4-13   狩猟者登録証交付状況（平成14年度）

登　録　区　分 県内者 対前年度増減 県外者 対前年度増減 計 対前年度増減

網・わな猟 246 36 46 2 292 38

第一種銃猟 681 △ 12 696 △ 12 1,377 △ 24

第二種銃猟 71 △ 8 10 1 81 △ 7

計 998 16 752 △ 9 1,750 7

表3-4-14 狩猟者による鳥獣捕獲数（平成14年度）

鳥　類　名 捕　獲　数 対前年度増減

カモ類 4,467 △ 460

スズメ類 1,204 △ 766

キジ 1,766 119

ヤマドリ 697 △ 143

カラス類 500 △ 8

キジバト 345 90

ヒヨドリ 1400 936

ムクドリ 4 △ 27

シギ類 43 △ 22

その他 4 2

計 10,430 △ 279

獣　類　名 捕　獲　数 対前年度増減

イノシシ 2,922 828

オスジカ 570 100

ノウサギ 24 △ 17

タヌキ 159 △ 10

クマ 44 △　 4

キツネ 16 △　 3

テン 4 △　 7

アナグマ 4 4

オスイタチ 3 2

その他 6 △　 3

計 3,752 890
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（３）シカの特定鳥獣保護管理計画

近年、シカは個体数を増やしつつ、嶺南地方を中

心に農林業被害を拡大させています。今後、本県の

シカ個体群の安定的維持と農林業被害の軽減を両立

させていくには、被害が生じるごとに市町村が許可

を出す有害鳥獣駆除の制度のみで対処することには

限界があり、計画的な個体数管理や効率的な被害防

除対策、生息環境の管理を併せて実施していく必要

があります。

そのため、県では平成14年度よりシカの生息密度
や生息環境等に関する科学的な調査を行っており、

平成16年度の狩猟期間までに「ニホンジカ特定鳥獣
保護管理計画」を策定する予定です。策定後はこの

計画に基づいて科学的・計画的な保護管理を進めて

いきます。

図3-4-15 有害鳥獣駆除による駆除頭数と農林業被害面積の推移
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自然公園は、優れた自然の風景地を保護するとと

もに、その健全な利用の増進を図ることを目的とし

ています。県では、それぞれの公園計画に基づいて

大野市の三ノ峰や赤兎山の登山道、三国町の越前三

国オートキャンプ場、三方町の食見園地（マリンパ

ーク）、和泉村の九頭竜国民休養地などを整備して

きました。

近年、公園利用者のニーズは、自然体験型に移行

してきており、これに対応するため三国町の東尋坊、

雄島周辺において自然学習歩道整備事業を、大野市

の六呂師高原においてふるさと自然のみち整備事業

を実施しています。

第5節 自然とのふれあいの推進

1 自然公園内の施設整備【自然保護課】

表3-4-16 自然公園の施設整備の状況（平成14年度実施分）

公　園　名 場　　所　（公園事業名） 整　備　施　設

越前加賀海岸国定公園
三国町安島（三国・東尋坊地区園地・歩道） 歩道、自然解説板
越前町左右（呼鳥門園地） 園地

若狭湾国定公園
美浜町竹波（水晶浜園地） 公衆便所
美浜町菅浜（水晶浜駐車場） 駐車場改修（護岸整備）

奥越高原県立自然公園
大野市南六呂師（ふるさと自然のみち） 歩道、公衆便所（改修）、標識工
和泉村角野（角野野営場） 野営場改修

表3-4-17 自然公園の施設整備の状況（平成15年度実施分）

公　園　名 場　　所　（公園事業名） 整　備　施　設

越前加賀海岸国定公園 三国町安島（三国・東尋坊地区園地・歩道） ビジターセンター、自然解説板

奥越高原県立自然公園
大野市南六呂師（ふるさと自然のみち） 歩道、ウォーキングセンター、標識工

和泉村角野（角野野営場） 野営場改修

現代の子供たちは、自然にふれあう機会が減って

いるため、自然体験、生活体験の不足につながって

います。そこで、子供たちが水辺に親しみ、遊び学

ぶことができるように、水辺に近づける護岸等の整

備を進めるなど、自然環境あふれる安全な水辺を創

出し、子供たちの自然体験活動を支える地域連携体

制を整えています。

2 水辺の楽校プロジェクト【河川課】

本県の優れた自然や身近な里地里山の環境を持続

的に保全するためには、その環境に対して人の関わ

りが必要となります。そこで県では、地域の活性化

を図るため、観光振興と結びつけたエコツーリズム

の推進を図ることとしています。

平成15年度は、各地で活躍する自然案内人「自然

の語り部」を養成する研修会（２回）、自然保護団

体・観光業団体・市町村関係者を対象にした講演会

（１回）を開催しました。また、モデル的な自然体

験プログラムを開発するために事前調査を実施して

います。

3 エコツーリズム【自然保護課】

大野市の真名川において、地域の方々が協力して、水辺がこどもたちの自
然体験の場、遊びの場として活用されるような地域連携体制の構築を進めて
います。あわせて、自然の状態を極力保全しながら瀬や淵、せせらぎ等の多
様な河川形態の創出や水辺へのアクセスを改善するための遊歩道を整備する
ことにより、こども達が自然と出会える安全な水辺の整備を進めています。
○平成14年度：こどもたちも参加したワークショップを実施するなど、川
原の復元やアクセス路などの整備計画づくりに取り組み、あわせて学校や
地域との連携をめざした体制づくりを推進しました。
○平成15年度：詳細設計を実施し、遊歩道の工事に着手しました。

コラム 大野市真名川　水辺の楽校

ワークショップの様子

がっこう
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各市町村では、４月の「みどりの日」を中心とす

る週間に、７～８月には環境省が主唱する「自然に

親しむ運動」月間に、自然観察会や自然の中の歩道

を歩く会などを開催しています。

また、県自然保護センターでは、自然観察会や天

体観望会等を、県海浜自然センターでは、スノーケ

リング講座や親子ふれあい教室等を開催していま

す。

4 イベント等の開催【自然保護課】

表3-4-18 イベント等の開催状況

○自然とふれあうみどりの日の集い（毎年4月23日～4月29日）

年度 場　所 行事数 参加人数 内　　　　　　　　容

14 各市町村 3 264人 植樹・苗木や花の配布、花の展示・園芸教室、その他

15 各市町村 9 3,657人 植樹・苗木や花の配布、花の展示・園芸教室、ハイキング、その他

○自然に親しむ運動（毎年7月21日～8月20日）

年度 場　所 行事数 参加人数 内　　　　　　　　容

14 各市町村 39 8,683人 自然観察会、登山、野外レクリエーション、講演会、その他

15 各市町村 35 6,747人 自然観察会、登山、野外レクリエーション、講演会、その他

○全国・自然歩道を歩こう月間（毎年10月1日～10月31日）

年度 場　所 行事数 参加人数

14 各市町村 6 337人

15 各市町村 ７ 1,050人

○県自然保護センター行事（平成14年度）

行　　　事　　　名 回　数 参加人数

自然観察会 4 127人

親子自然教室 6 260人

自然観察の森ガイド 84 2,166人

天体観望会など 269 6,343人

ナチュラリストリーダー養成講習会 2 36人

計 365 8,932人

○県海浜自然センター（平成14年度）

行　　　事　　　名 回　数 参加人数

親子ふれあい（スノーケル、自然観察） 20 839人

一般スノーケリング 6 119人

ふれあい広場、ふれあい体験教室 58 2,742人

青少年育成講座 48 1,301人

指導者養成講座 7 154人

計 139 5,155人



88

●第３部　環境の現況と県の取組み

施工河川 内　　　容【事業期間】

（１）水生生物の生息に必要な水の流れの確保

市街地等を流れる中小河川では、コンクリートの

護岸に覆われ、また、水深も浅いことから、自然環

境が損なわれ、水質も悪化している区間があります。

このような区間において、自然な川岸や瀬と淵を創

出し、良好な河川環境を再生する試みを進めており、

福井市の狐川、武生市の河濯川では、低水路＊1を設

けて、適度な水の流れを確保することにより、川が

本来持っている自然浄化機能の回復と生物が生息で

きるような河川環境の保全を図っています。

（２）生態系や親水性、景観等に配慮した事業の推進

河川空間は、都市における生物の重要な生息環境

であり、また水と緑の貴重なオープンスペースとし

て地域社会にうるおいを与えるとともに、街の景観

形成や地域住民の憩いとやすらぎの場として重要な

役割を果たしています。

河川改修事業等の実施に当たっては、このような

河川の役割と周辺の利用状況に配慮しながら、自然

石や間伐材などを活用した多自然型川づくりを進め

ています。また、市町村が行なう公園整備等と連携

しながら水辺に近づける河岸の整備などを進めてい

ます。

第6節 自然環境や景観への配慮

1 河川における自然環境の保全【河川課】

＊1低水路：常時水が流れている部分をいいます。

表3-4-19 河川改修事業等における事例

一乗谷朝倉氏遺跡周辺の自然環境を

保全し、地域住民との生活と調和し

た良好な河川環境の創出を図るため、

自然石積の護岸・ホタル生息に配慮

した緩勾配の低水路等を整備してい

ます。【S63～H24】

本来の狐川の自然を復元し、また子

どもたちが水辺とふれあえるように、

住民と行政等が協力して低水路や河

畔林等を整備しています。

【H15～H19】

自然とふれあえる河川をめざし、河

川敷に気軽に降りていけるような親

水性のある護岸を整備しています。

【H10～H17】

一乗谷川

（福井市安波賀町

～福井市西新町）

狐川

（福井市角折町～

福井市花堂北）

九頭竜川

（上志比村中島）

（勝山市坂東島）

海岸保全施設は、本来、国土の保全を目的に整備

されるものですが、近年、レジャー指向が強まり、

海岸も重要な余暇空間として位置付けられるととも

に、海岸には魚介類をはじめとして野鳥、海藻、海

浜植物等の多様な動植物が生息していることから、

海岸に配置される施設について、環境に対する配慮

が求められています。

海浜空間をよりよい環境として維持・保全してい

くため、鮎川海岸等では、高い堤防や消波ブロック

など、陸域から海岸へのアクセスの障害となる構造

物は極力排し、緩傾斜護岸や階段工等の設置を進め

ることによって、水辺空間を身近に実感できるよう

配慮しています。

2 海岸における自然環境の保全【砂防海岸課】

一乗谷川・朝倉館跡周辺
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また、自然景観や生態系を考慮し、人工リーフ＊1、

離岸堤＊1および養浜工＊2など、自然環境を保全しなが

ら海岸づくりを行うとともに、自然と人間が共生する

海浜空間の形成を進める保全計画を推進しています。

甲楽城海岸

表3-4-20 自然環境や景観に配慮した海岸保全事業

海岸名
鮎川 長須浜 甲楽城

（福井市） （越前町） （河野村）

事業主体 県 県 県

平成14年度

事業内容

平成15年度 人工リーフ 人工リーフ 養浜工
計画内容 Ｌ＝ 50ｍ Ｌ＝ 45ｍ Ｌ＝128ｍ

緩傾斜護岸
Ｌ＝ 55ｍ
人工リーフ
Ｌ＝ 37ｍ

調査設計
１式

離岸堤
Ｌ＝ 26ｍ
緩傾斜護岸
Ｌ＝121ｍ
養浜工
Ｌ＝ 31ｍ

＊1人工リーフ・離岸堤：海岸線から離れた沖側に、砂浜にほぼ平行に設置され、まわりの景観に配慮して本体を水面下にとど
めた施設を人工リーフといいます。上部の幅をかなり広くとることにより波の勢いを弱め、越波を減少させる効果を発揮し
ます。また、上部が海面に現れて幅の狭い施設を離岸堤といいます。

＊2養浜工：侵食された海岸に人工的に砂を供給し、砂浜を形成することにより海岸線を安定させます。

渓流は、その水が人々の日常生活に利用されてい

るばかりでなく、多種多様な生物の生息の場でもあ

り、潤いとやすらぎのあるせせらぎ空間を創出する

源にもなっています。

そこで、このような渓流を軸とした潤いのある豊

かな生活空間を保全し、中山間地域の安全の確保や

活性化に寄与するため、既存樹林帯の土砂防止機能

を利用しながら砂防樹林帯を整備し良好な自然環境

を創出したり、洪水時の土砂流出は抑制するが、通

常時には適切な土砂の供給により生態系の保全を図

る「透過型ダム」を採用し、地域の自然環境にやさ

しい事業を推進しています。

＜平成14年度の施工事例＞
・河内川、鍋倉谷

3 渓流の整備【砂防海岸課】

昭和40年代から急傾斜地崩壊対策事業を積極的に
推進してきましたが、その多くは、危険斜面の崩壊

を防止し、安全性を向上させることを主眼としたも

のでした。

しかし、近年、地域住民が快適で文化の香り高い

生活を享受できるよう、潤いのある緑豊かな空間を

形成することが求められており、景観を構成する斜

面の緑の保全・創出と利活用を、地域との共同・協

調のもとで図っていくことが必要となってきていま

す。このため、今後、危険斜面を整備するに当たっ

ては、安全の確保に加え、斜面環境・景観の保全・

創造および斜面空間の利活用と地域づくりとの連携

を図りながら、地域住民・学識経験者・行政機関等

の助言により「わがまちの斜面整備構想」を策定し、

「地すべり対策事業」、「急傾斜地崩壊対策事業」、

「雪崩対策事業」等を進めていきます。

越前町、高浜町においては、「越前町わがまちの

斜面整備構想（平成９年度策定）」、「高浜町わがま

ちの斜面整備構想（平成13年度策定）」の整備方針
に基づき、「急傾斜地崩壊対策事業」を進めていま

す。また、福井市においても「福井市わがまち斜面

整備構想（平成13年度策定）」に基づき、整備方針
等の検討を進めています。

＜平成14年度の施工事例＞
・越前町　米ノ第4地区、高浜町　南団地地区

4 斜面の整備【砂防海岸課】

河内川：既存樹林帯の土砂防止機能を利用した床固工
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砕石および石材は、道路の路盤材あるいはコンク

リートに混入する骨材等として用いられており、社

会資本の整備に必要不可欠の資源です。しかし、そ

の原料である岩石の採取に当たっては、大規模な森

林開発を要する場合が多く、森林保全との調整が重

要です。

県内では、平成16年1月現在、22か所の露天掘の
岩石採取場が稼働中であり、主に山腹の森林を伐採

した後に表土を除去して地下の岩石を採取する形態

となっています。

それぞれの事業者は採石法に基づいて採取計画を

知事に提出し、認可を受けて操業しているほか、県

条例によって一定面積以上の場合には環境影響評価

の実施が義務付けられています。

採取にあたっては、計画に従って岩石の採取が最

終岩壁に達した部分から順次種子吹付け、植栽等を

実施して、採掘終了後の緑化を図るよう指導してい

ます。

土の採取については、県土採取規制条例により、

土の採取に伴う災害が発生するおそれのある区域を

土採取規制区域（県内24区域）として指定していま
す。

規制区域内において土の採取を行おうとする者

は、知事の認可を受けなければなりません。また、

土の採取に伴う災害防止および県民の生活環境の保

全のために適切な措置が取られること、採取跡地の

整備を適切に行うことが義務付けられています。樹

木のうち、景観上重要と思われるものについては、

その全部または一部の保存を極力図ること、採取跡

地については植草、植樹や種子吹付けなどにより、

緑化を図るよう指導しています。

さらに県では、採石、土採取が適正に行われるよ

うに、巡回パトロール等を通じて、事業者等に対し

指導・監督を行っています。

5 採石場、土採取場跡地の緑化【地域産業･技術振興課、砂防海岸課】

漁港施設の整備に当たっては、漁港の機能向上に

加え、漁港が地域住民にとって生活空間の一部であ

ることやレクリエーションなどで漁港を訪れる人た

ちにとっても快適な空間になるように、景観や親水

性に配慮した整備を行っています。平成15年度は、
昨年度に引き続き、越前漁港において10mの自然石
張りのブロックを用いた階段護岸＊1および1,650m2の
植栽工（芝生や植込みなど）を整備しています。

6 漁港施設における環境配慮【水産課】

越前漁港

＊1階段護岸：護岸とは本来、波の浸食作用等から陸地を守る構造物で、経済的な直立型が一般的でしたが、近年その機能に親
水性も加えて、砂浜等の陸地から海辺に近づけるように階段構造にした護岸を階段護岸と呼びます。
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「公共建築物計画の基本方針」（平成２年制定）に

おいて、公共施設の整備に際しては、敷地の周囲に

は植栽帯を設けるとともに、雪対策もかねて敷地境

界線から建物まで、７ｍ以上を確保するよう定めて

います。

平成14年度に完成した「福井県立図書館・公文書
館」においては、地域の恵まれた環境と広い敷地を

活かし、利用者に安らぎと潤いを与える緑の中の庭

園の施設にするため、積極的に緑化を図りました。

今後とも施設の計画にあたっては、周囲に植栽の

ためのオープンスペースを確保し、公共施設等の緑

化推進を図っていきます。

7 公共施設の緑化推進【営繕課】

県立図書館

近年の経済低迷の長期化、更なる少子高齢化、

国・地方を通じた厳しい財政状況、地方分権や環境

問題など、道路行政を取り巻く経済社会情勢が大き

く変わってきており、これらに的確に対応した道路

行政を進めるため、平成16年1月に新たな道路に関
する「道路の将来ビジョン」を策定しました。

この中で、環境問題に関する道路行政の課題とし

て渋滞の解消や自動車交通量の抑制などを取り上げ

ており、また、道路施策の基本目標として「公共交

通機関との連携・支援」「環境との調和」を掲げて

います。

「公共交通機関との連携・支援」においては、

CO2やNOxなどの排出量を減らし、燃料消費の少な

い低環境負荷型社会につながる公共交通機関の利用

を促進するとともに、交通の円滑化を図るため、交

通結節点の改善や付近のアクセス道路の整備を進め

ます。

「環境との調和」においては、福井県の有する豊

かな自然環境や生態系との共生・調和を図るととも

に、沿道環境の保全に配慮した道路整備を進めます。

8 自然環境、景観に配慮した道路整備【道路建設課】

＊1交通需要マネジメント（TDM）：自動車利用者の交通行動の変更（パーク・アンド・ライド等）により公共交通の利用を促す
など、都市または地域レベルで交通需要を調整・抑制し道路交通における混雑を緩和する手法のことです。

＊2エコロード：エコロジーとロードを組み合わせた和製英語であり、豊かな自然環境を保全するため、生態系にきめ細かく配
慮した道路のことです。例として中部縦貫自動車道路（永平寺大野道路）や国道162号（阿納尻～田烏バイパス）があります。

表3-4-21 「道路の将来ビジョン」概要

基　本　目　標 重　　点　　施　　策

○パークアンドライドの支援

公共交通機関との連携・支援 ○バス路線における渋滞ポイントの解消

○駅へのアクセス道路の整備

○バイパス道路の整備による渋滞の解消と走行速度の向上や交通需要マネジメント

（TDM）＊１などによる交通量の抑制

環境との調和 ○遮音壁や低騒音舗装などの道路騒音対策、街路樹植栽などによる道路緑化

○循環型社会を目指し、建設副産物の発生の抑制、建設資源のリサイクルを推進

○動植物の生息・生育空間に配慮し、生態系全般との調和を図るため道路法面の緑化、

エコロード＊2などの道路整備を推進
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近年、景観に関する意識が高まってきており、県

民が誇りと愛着を持つことができる個性的で美しい

景観をつくるため、魅力ある公共施設の整備や歴史

的・伝統的建造物の保存等を進めています。これら

の施策の調整を図り、全体に調和のとれた景観づく

りを進めるため、平成２年度より、景観づくりの基

本指針となる「福井県景観づくり基本計画」の策定

や、福井県景観行政連絡会を結成し、景観づくりに

関する情報交換、技術の向上を図るための研修会等

を開催するなどの施策に取り組んでいます。

また、全市町村で「景観づくり基本計画」を策定

しており、福井市、勝山市、丸岡町、大野市、�江

市、三国町、名田庄村では景観に関する条例を制定

し、福井市、小浜市、大野市では景観賞を創設する

など、独自に積極的な景観づくりに取り組んでいま

す。

景観に与える影響が大きい屋外広告物について

は、福井県屋外広告物条例により適切に規制・誘導

を図っています。違反広告物については、市町村と

連絡会を設け、情報交換や対応策の検討を行うとと

もに、毎年10月には違反立て看板等の一斉除去を実
施しています。

今後とも、市町村と連携しながら、県民・行政が

一体となった、魅力ある景観づくりを積極的に推進

していきます。

9 景観づくり【都市計画課】

県では、企業立地の促進および地域社会と産業団

地の調和を図り、地域振興に資することを目的とし

て、産業団地整備事業を実施しています。この事業

では、産業団地を生産施設だけでなく、自らも快適

な環境を創出する場とするために、公園・緑地等の

環境施設の整備も補助対象としており、市町村また

は市町村土地開発公社が行う整備に対し、対象経費

の３分の２以内、２億円を限度として、一定の要件

のもとで、補助を行っています。

＜平成14年度実績＞
今立町西部工業団地

10 産業団地の環境施設整備に対する補助【企業立地･マーケット戦略課】
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県内には、生活に豊かさや潤いを与えてくれる環

境として、国宝明通寺本堂・三重塔、特別史跡一乗

谷朝倉氏遺跡などの歴史的遺産や文化的環境が数多

くあります。

文化財保護条例等に基づき、こうした歴史的遺産

等を文化財として指定し、また現状変更を伴う開発

行為に対する規制等を通じてその保存と活用を図る

とともに、歴史的・文化的環境の保全に努めていま

す。

（１）文化財の指定等の現況

①　指定の現況

平成14年度では、新たに国指定で１件（美術工芸
品）、県指定で４件（建造物１件、無形民俗文化財

３件）が指定され、１件（無形民俗文化財）が解除

されました。（表3-4-19）
②保存・活用への支援

文化財に指定された建造物等の修理、民俗芸能の

公開および後継者育成等に対する助成を通じて、歴

史的文化的環境の保全と活用に努めています。（平

成14年度助成24件）
③現状変更等に対する規制

史跡、名勝および天然記念物の現状変更を伴う開

発行為に対する規制を通じて、景観の保全等を図っ

ています。（平成14年度許可82件）

（２）重要伝統的建造物群保存地区の整備

宿場町としての町並みが残る上中町熊川宿の民家

等の修理に対する助成を通じて、伝統的建造物群の

保存整備を図っています。（平成14年度助成4件）

（３）登録有形文化財の登録推進

築後50年を経過している建物や橋等の建造物の登
録を推進し、文化的景観の保全に努めています。

（平成15年3月31日現在21件登録）

（４）歴史の道の調査および活用

歴史的な道やその周辺の歴史的遺産の調査を行っ

ています。調査終了後に、整備計画を作成し、歴史

の道の保存・活用を図ることにしています。（平成

14年度調査２件（若狭（鯖）街道、朝倉街道））

（５）歴史的建造物の保存･活用【営繕課】

文化財に指定されていない建造物の中にも、地域

の歴史、生活史を表現し、または地域の景観を形成

している貴重な歴史的建造物が数多く存在します。

これらの歴史的建造物を活用した市町村の地域づ

くり事業を支援し、歴史的建造物を保存･継承する

取り組みの拡大を図っていきます。（平成15年度助
成１件（三国町岸名家））

第7節 歴史的文化的環境の保全

表3-4-22 指定文化財件数（平成15年3月31日現在）

種　　　　別 国　指　定 県指定 種　　　類

建　造　物 22（うち国宝2） 25

有形文化財
美術工芸品 76（うち国宝4） 149

絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文

書、考古資料および歴史資料

無 　 形 文 化 財 1 3 芸能および工芸技術

民俗文化財
有形民俗文化財 － 9

無形の民俗文化財に用いられる衣服、器

具、家屋等

無形民俗文化財 4 49
衣食住・生業・信仰・年中行事等に関す

る風俗慣習および民俗芸能

史　　　跡 23（うち特別史跡1） 29
貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅等の遺

跡

記　念　物
名　　　勝 13（うち特別名勝1） 4

庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝

地

天然記念物 22（うち特別天然記念物4） 32 動物、植物および地質鉱物

【文化課】
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（１）環境アドバイザー制度＊1【環境政策課】

“環境にやさしい人づくり”を推進するため、平

成６年６月から、環境アドバイザー制度を導入して

います。

この制度の活用により、県民の環境問題への関心

や環境保全に対する取組みの意識が高まってきてい

ます。

表3-5-1 環境アドバイザー利用実績

※平成15年度は平成16年2月末まで

（２）学校における環境教育

学校教育においては、従来、小・中・高等学校の

総合的な学習の時間や、社会科または理科の授業等

で児童・生徒の発達段階に応じて、環境に関する学

習が行われています。

県としても、環境問題について理解を深め、責任

を持って環境を守るための行動が取れるような児

童･生徒を育成するために、次のような取組みを行

っています。

①環境・エネルギー教育【高校教育課、義務教育課】

小・中学校では、平成14年度は、県内８中学校に
おいて環境・エネルギー問題に関する学習会を実施

しました。この学習会は、中学生が体験活動を通じ

て自然や環境に対する感性をはぐくむとともに、環

境・エネルギー問題についての理解を深めることを

ねらいとするもので、関連施設見学などの校外学習

会および講師による講演などの校内学習会を行いま

した。

平成15年度は、市町村の自主的な取組みを支援す

ることにより、地域の特色に応じた環境・エネルギ

ー教育に関する学校教育の取組みを促し、地域の

小・中学校の児童・生徒等の理解を深めることをね

らいとして、「環境・エネルギー教育支援事業」を

開始しました。今後は、活動内容を実践事例集にま

とめることによって情報を共有化し、環境・エネル

ギー教育の県全体への啓発に結びつけていきたいと

考えています。

表3-5-2 環境・エネルギー教育支援事業取組み状況

（平成15年度）

高等学校では、理科、地歴・公民、家庭、農業、

工業など関係教科・科目で、環境・エネルギー問題

について学習しているほか、平成15年度から実施し
ている「総合的な学習の時間」においても、12校が
これらの問題に取り組んでいます。また、理科関係

のクラブの研究や教員の自主的な研究においても、

「森林構造とその動態について」や「メダカの分布

とその生息環境について」の発表、報告が行われて

います。

②環境教育実践モデル事業【義務教育課】

平成15年度から、家庭、地域、学校が一体となっ
た環境教育のモデル地域として、三方町で環境教育

実践モデル事業に取り組んでいます。

今後は、家庭、地域、学校が一体となって、環境

教育について相互交流を深めていきたいと考えてい

ます。

第5章　環境意識の醸成

第1節 環境教育・環境学習の推進

1 体系的な環境教育・環境学習の推進

14年度 15年度

派遣（紹介）件数 20件 25件

受講者数（人） 906 1,539

一般県民 476 403

企　業 230 201

団体等 151 219

教員・生徒 49 716

受
講
者
数
内
訳

＊1環境アドバイザー制度：環境保全についての有識者や環境保全活動の実践者を「環境アドバイザー」に委嘱し、公民館、各
種団体や学校等が主催する環境問題に関する学習会、講演会に講師として派遣、紹介する制度です。

小学校 中学校

環境・エネルギー教育に関連する
施設等の見学

50校 17校

講師による講演や意見交換会
での指導および助言

8 9校

エネルギー教育に関する資材・
機材の活用方法の研究

75校 54校
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環
境
意
識
の
醸
成

（３）心の豊かさを育む環境活動推進事業

【環境政策課】

小・中学生が自然に親しみ、生き物を愛しみ、豊

かな情操を育む心の教育を推進するため、平成13年
度から14年度にかけて、環境政策課・自然保護セン
ター・河川課が連携し、地域の環境を大切にする活

動を支援する「心の豊かさを育む環境活動推進事業」

を実施しました。

参加団体は、「地域環境里親活動」「地域環境ジュ

ニアパトロール活動」「身近な水辺の自然探偵団」

「水辺に遊び学ぶ活動」に分かれ、内容に合った活

動テーマを設定して、自分たちの住んでいる地域の

調査活動や自然体験活動を行いました。

平成14年度は120団体が参加し、年度末に開催さ
れた活動発表会で、活動結果を発表しました。

（４）こどもエコクラブの応援【環境政策課】

「こどもエコクラブ」は、

子どもたちが地域の中で楽

しみながら自主的に環境活

動･学習を行うことを支援す

る事業で、環境省の呼びか

けにより平成7年度から始ま
りました。

2人以上の小・中学生と、活動を支える1人以上の
大人（サポーター）でクラブを登録することができ

ます。平成14年度は、県内4市町で、46クラブ、800
人が活動しました。

県では、こどもエコクラブの活動を支援するため、

平成15年度から、子どもたちの指導・解説を行う

「ふくいこどもエコクラブフィールド活動応援団」

を組織し、応援を希望するクラブへ派遣しています。

応援団には、水生生物や野鳥観察、リサイクルの指

導等、環境に関する専門知識や活動経験を持ってい

る方36名が登録されています（平成16年1月現在）。

（５）人材の育成

①ナチュラリスト・ナチュラリストリーダー＊1

【自然保護課】

県では、自然とのふれあいを促進し、自然保護思

想の普及を図ることを目的として平成２年度からナ

チュラリスト養成事業を推進しています。ナチュラ

リストの平成14年度末の登録者数は、6,083名で、そ
のうち111名がナチュラリストリーダーに登録され
ています。

○ナチュラリストリーダーの養成

平成14年度はナチュラリストリーダーやリーダー
を目指す人を対象に、より専門的な講座を年３回

（延べ３日間）実施しました。

○普及啓発

自然保護の普及啓発誌として「ナチュラリスト」

（37～39号）を編集・発行しました。

②フォレストサポーター＊2【森づくり課】

県では、平成14年度から�福井県農林漁業大学校
の講座を利用し、フォレストサポーターの認定、登

録を行っています。

平成8年度からの3年間で70名のフォレストサポー
ターを養成しましたが、県民の森林に対する意識の

高まりや学校教育による総合的な学習時間の創設に

よる森林環境教育の機会が増大することが予想され

るため、平成15年度末には11名のフォレストサポー
ターを新たに認定し、県内各地で積極的なボランテ

ィア活動等を展開していきます。

また、都市部の子供達に森林・林業に対する理解

を深めてもらうため、小学生を対象に「ジュニアフ

ォレストサポーター」の養成研修を平成14年度から
実施し、現在18名が認定されています。平成15年度
末には新たに17名が認定される予定です。

＊1ナチュラリスト・ナチュラリストリーダー：一般には、自然に関心を持って積極的に自然に親しむ人や自然の動植物を観
察・研究する人のことを指しますが、県ではこれらの人を「ナチュラリスト」として登録することにより、本県の優れた自
然環境を県民の方が守り育てていこうとする活動を支援しています。また、ナチュラリストのうち観察会の指導員として活
動する人を「ナチュラリストリーダー」として登録しています。

＊2フォレストサポーター：県民や児童生徒に対して、森林・林業に関する知識の普及と森林の案内や野外活動等のボランティ
ア活動の指導者として活動しています。

イメージキャラクター
「エコまる」

＜三方町の環境教育実践モデル事業内容＞
・学校関係者、環境グループ、婦人会、ＰＴＡ代表
等で構成された環境教育推進協議会を年２回実施
し、全体研修会の企画・実施、報告書の作成等に
ついて協議しました。
・三方町内の全小学校で、各教科や総合的な学習の
時間における環境学習に積極的に取り組むととも
に、その効果的な指導方法や教材の開発等各校の
特色を生かした研究に取り組んでいます。



行　事　名 実施主体（所管） 内　　　　　　容 実施日 実施場所

（１）環境月間【環境政策課】

環境基本法に定められた6月5日の｢環境の日｣を中
心とする6月の1か月間は、「環境月間」とされてい
ます。県においても、環境問題について県民一人ひ

とりの関心と理解をより一層深め、環境の保全に関

する活動を行う契機とするため、様々な行事を実施

しています。
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（６）環境教育・学習の場【環境政策課】

県の自然保護センターや試験研究機関では、環境

に関する展示や情報の提供、自然観察会等の学習機

会の提供を行っています。

表3-5-3 県の主な環境教育･学習施設

施　設　名 概　　　要

自然保護センター ・県内の自然を紹介する展示

（大野市南六呂師） ・プラネタリウム、天体観測施設

・自然観察会等の実施

海浜自然センター ・ふれあい水槽

・若狭の海などを紹介する展示（三方町世久見）

・自然体験講座の開催

衛生環境研究センター ・環境情報コーナーでの環境関連

（福井市原目町） 図書、ビデオ等の資料の提供

・見学者の受け入れ

内水面総合センター ・河川や淡水魚に関する展示など

（福井市中ノ郷町）

森林環境教育

2 環境に配慮した事業活動や日常行動の促進

表3-5-4 平成15年度「環境月間」の主な実施行事

テーマ：「広げよう　やさしい配慮を　環境に」

街頭でリサイクル製品等を配布し、環境月間、環

境の日およびクリーンアップふくい大作戦等の普

及啓発キャンペーンを実施する。

環境月間中の第１日曜日を統一行動日として、県

庁関係各課が所管する環境美化関連事業を統一行

動日に合わせて実施するとともに、各市町村が設

定する拠点地区や居住地周辺、工場・事業場周辺

等の一般地区において美化活動を行うなど、県民、

各種団体、行政が一体となって実施する。

ごみの排出抑制、減量化および再生利用の推進に

ついて、街頭キャンペーン等を行い、広域的に普

及・啓発を図る。

工場・事業場、自然公園、廃棄物処理施設、畜産

施設、道路、河川、海岸等の一斉パトロールを実

施する。

環境・ごみ問題に関するパネル等を展示し、環

境・ごみ問題に対する意識の高揚、啓発を行う。

環境政策課

福井市

県・市町村

環境ふくい推進協議会

�あすの福井県を創

る協会　等

廃棄物対策課

環境政策課

関係各課

廃棄物対策課

環境政策課

「環境月間」街頭

キャンペーン

クリーンアップ

ふくい大作戦

ごみスリム・ス

リム運動推進週

間

環境パトロール

ごみスリム・スリ

ム運動推進週間パ

ネル展、環境意識

啓発パネル展

5／30（金）

統一行動日

6／1（日）

5／30（金）

～6／5（木）

6／12（木）

5／26（月）
～30（金）

6／9（月）
～13（金）

福井市（だるまや西

武、ショッピングシ

ティー・ベル）

県内全域

県内全域

県内全域

県庁県民ホール
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（２）環境美化運動の促進

①クリーンアップふくい大作戦【環境政策課】

地域の環境保全に関する県民意識の啓発を図るこ

とを目的として、平成４年度から、県内一斉に住民

が主体となって美化活動を行う「クリーンアップふ

くい大作戦」を実施しています。

②自然公園の美化【自然保護課】

自然公園美化思想の一層の普及を図るため、環境

省では８月の第１日曜日を「自然公園クリーンデー」

として位置付け、全国の自然公園を対象とした大規

模な美化清掃活動を実施しています。平成15年度は、
８月３日（日）を中心とする時期に実施し、県内7
地区、約680人が参加しました。

③河川環境美化、河川愛護月間【河川課】

河川環境美化については、地域住民と一体となり

良好な河川環境の創出に努めています。

また、河川の美化活動に関する情報を掲載した

「河川愛護活動だより」を発行して、河川愛護意識

の啓発を行っています。

毎年７月の河川愛護月間には、河川愛護のパネル

展および街頭での広報活動や親水イベント等、多様

な活動を実施し、河川愛護に関する意識の啓発を行

っています。

（３）環境情報の提供【環境政策課】

県民や事業者の環境への関心を高め、環境への負

荷の低減に向けた取組みを促進していくためには、

環境に関する幅広い情報をわかりやすく、迅速に提

供することが重要です。県では、インターネットや

情報紙など様々な媒体を通じて、環境情報を提供し

ています。

①「みどりネット」の整備、運用

県では、情報化時代に対応して、平成４年６月、

パソコン通信による環境情報ネットワークシステム

「みどりネット」を整備し、平成８年１月にはイン

ターネットのホームページへと拡張しました。

さらに、環境情報のより一層の活用を図るため、

行　事　名 実施主体（所管） 内　　　　　　容 実施日 実施場所
衛生環境研究センターの施設を公開し、環境の状

況やセンターの業務の説明等を実施する。

新聞、テレビ、各種広報紙、ポスター、チラシ等

で月間の趣旨や、環境美化に対するＰＲを実施す

る。

地球温暖化の原因である二酸化炭素の抑制を図る

とともに、環境に配慮した行動の普及啓発を行

う。

県営牧場等の畜舎環境の美化モデルづくりを実施

する。

廃棄物処理施設、浄化槽等を対象としたパトロー

ルの実施および廃棄物適正処理の監視指導を実施

する。

ごみの不法投棄等の公害事犯の集中取締りを実施

する。

特定工場等での公害防止施設の操作、管理の自主

的な総点検および環境美化活動を実施する。

岐阜県および滋賀県との県境において、両県の廃

棄物担当部局、警察署等が合同で産業廃棄物運搬

車両等の路上検査を行い、適正な処理状況等を確

認する。

衛生環境研究センタ

ー

広報課

環境政策課

環境政策課

畜産課

各健康福祉センター

生活保安課

各警察署

特定工場等

廃棄物対策課

衛生環境研究セン

ターの施設公開

広報活動

アイドリングス

トップ運動推進

月間

畜舎環境美化促

進運動

環境衛生パトロ

ール

公害事犯の集中

取締り

公害防止自主総

点検

県境産業廃棄物運

搬車両路上検査

環境月間中

環境月間中

環境月間中

環境月間中

環境月間中

環境月間中

環境月間中

6月～10月

衛生環境研究セン

ター

県内全域

県内全域

県内全域

県内全域

県内全域

県内全域

福井・岐阜県境

福井・滋賀県境

＜平成15年度実施状況＞
○統一行動日　6月1日（日）
○テーマ「生かそう　小さな汗　私たちの環境に」
○実施内容
・市町村が設定した拠点地区等における美化活動
・民間団体や企業での、それぞれの団体活動を活
かした特色ある美化活動
○参加人数　　約45,000人
○県の取組み
・自然公園環境美化事業
・海の浮遊ごみを回収する海面環境保全事業



各部局に分散している各種の環境情報をデータベー

ス化し、行政内部での活用にとどまらず、広く県民

に提供する「環境情報総合処理システム」を平成12
年３月に整備しました。

このシステムは、大気や水質等の環境状況をはじ

め、自然環境、土地利用状況、文化財等の環境情報

をデータベース化し、地図や表等によりビジュアル

に表示するもので、インターネットのホームページ

「みどりネット」や県の「地域情報ネットワーク」

から利用できます。

また、一部の情報はテレホンガイドシステムによ

り、電話やファクシミリからも利用できます。

URL http://www.erc.pref.fukui.jp/

電話番号　0776-52-7122
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図3-5-5 環境情報総合処理システムの概要

1 環境情報のデータベース化

２　環境情報のビジュアル化

データベース化された多様な情報を、地図や表等によりビジュアルに表示します。

地図形式情報
地勢図、地形図
河川海岸現況図
土地利用計画図
文化財、国定公園、鳥獣保護
名水、保安林

表形式情報
大気汚染常時監視調査
公共用水域常時監視調査
海水浴場の水質調査
酸性雨調査
自動車交通騒音実態調査

文書形式情報
福井県環境白書
衛生環境研究センター年報
環境関係例規集
福井県環境基本計画

環境情報
データベース
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刊行物の名称 発行状況 頁　数 発行部数 備　　　考

みんなのかんきょう

集まれ！エコメイト
2001, 2002活動報告書

身近な水辺の自然探偵団活動報告書

平成14年版　環境白書

グリーン購入ふくいネット
ニュースレター

福井県環境基本計画　2003改定版

福井県環境基本計画　2003改定版
（概要版）
平成13年度公共用水域および地下水の水質の測定
結果報告書
平成14年度公共用水域および地下水の水質の測定
に関する計画

環境自主行動計画策定ガイドブック

環境自主行動計画策定のすすめ

福井県リサイクル推進センター（仮称）
整備基本構想

資源循環拠点地域整備構想ダイジェスト

資源循環拠点地域整備構想

ごみ減量化リサイクル日本一パンフレット

ごみ減量化リサイクル日本一パンフレット（概要版）

ごみ減量化リサイクル日本一パンフレット

平成14年度福井県鳥獣保護区等位置図

ナチュラリスト

平成13年度年報（福井県自然保護センター）

海遊

自然保護センター・海浜自然センターの
行事案内

平成14年度ガンカモ科鳥類生息調査報告書

福井県自然保護センターリーフレット

福井県自然保護センターの概要

表3-5-6 平成14年度環境関連刊行物

年 4回
31～34号

年 1回

年 2回
3号、4号

年 1回

年 1回

年刊

年 3回
36～38号

年刊

年刊

8 2,900×4

92 300

138 300

301 650

8 1,000×2

94 1,300

19 4,000

106 200

50 200

85 1,200

6 1,200

69 50

18 500

99 300

18 15,000

4 20,000

4 10,000

図 1枚 2,300

12～16 2,100×3

24 500

13 400

4 5,000

24 100

1枚 10,000

16 1,000

環境ふくい推進協議会
情報紙
小中学生による地域の環境を大
切にする活動報告

〃

グリーン購入ふくいネット情報
紙

事業者の地球温暖化防止への取
組みを支援

福井県のごみリサイクルの現状
を紹介

〃

県認定リサイクル製品・リサイ
クル推進店の紹介

自然保護普及啓発誌

福井県自然保護センターの事業
概要
福井県海浜自然センターの事業
概要

②刊行物【環境政策課、廃棄物対策課、自然保護課】

水、大気、自然、廃棄物等の様々な環境と課題、

県の取組み等について、県民への情報提供を目的に

情報紙やパンフレット等の刊行物の作成･配布を行

っています。



（４）公害苦情【環境政策課】

平成14年度に、県、市町村および県警察本部が受
け付けた公害に関する苦情件数は、541件であり、
前年度に比べ6件（1.1％）増えています。
典型７公害に関する苦情は、446件あり、公害の

種類別にみると、大気汚染が最も多く、以下、水質

汚濁、騒音、悪臭、振動と続いています。平成12年
度以降、ダイオキシン類特別措置法や廃棄物処理法

の改正（野焼きの禁止）により、野焼き等への県民

の関心が高まり、大気汚染に係る苦情件数が増えて

きています。

典型７公害以外の苦情は95件であり、廃棄物の不
法投棄に関する苦情が62件と最も多くなっていま
す。

また、苦情件数を発生源別にみると、製造業が最

も多く、前年度に比べ、製造業、建設業からの苦情

が増えています。
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0
10 11 12 13 14年度 10 11 12 13 14年度 

大気汚染 

騒音 

悪臭 

水質汚濁 

振動 

典型7公害以外 

土壌汚染 

地盤沈下 

農林漁業 

運輸･通信業 

家庭生活 

建設業 

卸売･小売業、飲食店 

その他 

製造業 

サービス業 

不明 

件数 件数 

図3-5-7 公害の種類別苦情件数の推移 図3-5-8 公害の発生源別苦情件数の推移
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（１）県内の環境マネジメントシステムをめぐる動向

県内事業所等のISO14001認証取得件数は平成15年
12月末現在で168件となっており、年々増加してい
ます。このうち自治体においては、県のほか、６市

が認証を取得しています。

図3-5-9 県内のISO14001認証取得件数

また、ISO14001の認証取得を目指すことが困難な
中小零細企業等における環境マネジメントシステム

への取組みを拡大するため、環境省では平成８年に

環境活動評価プログラム（エコアクション21）を策
定し普及に努めています。県内においても、平成15
年に武生市、鯖江市および福井市が簡易版の環境マ

ネジメントシステム制度を創設しています。

（２）福井県庁環境マネジメントシステム

県では、県自らの活動による環境負荷の低減に努

めるとともに、行政として環境の保全と創造に関す

る施策を着実に推進するため、平成12年４月に本庁
舎および議会庁舎において環境マネジメントシステ

ムの運用を開始し、同年11月にISO14001の認証を取
得しました。また、環境配慮取組の一層の充実を図

るため、平成15年４月からは対象範囲を出先機関・
教育機関等へ拡大して運用を開始し、同年11月の更
新時に認証範囲の拡大が認められました。

県庁環境マネジメントシステムの取組結果は、平

成14年度の132の目標について概ね達成されました。
このうち、エコオフィス活動に係る達成状況につい

ては、表3-5-10のとおりです。

第2節 環境配慮に向けた制度とネットワークの展開

1 環境マネジメントシステム【環境政策課】

環　境　方　針

１　基本理念
美しい緑と清らかな水に恵まれたふるさと福井の環境は、郷土の人々

が長い年月にわたって大切に守り育ててきたものであり、将来の世代へ
引き継ぐべき貴重な財産です。
しかしながら、資源とエネルギーの大量消費に支えられた今日の私た

ちの生活や事業活動は、廃棄物の増大や化学物質による環境汚染を引き
起こすとともに、地球温暖化やオゾン層破壊など地球全体の環境に大き
な影響を及ぼすようになっています。
恵み豊かな地域、さらには生きるものすべての生存の基盤である地球

の環境を守っていくことは、現在の私たちに課せられた重大な責務であ
り、このため、これまでの生活様式や社会経済システムを改め、環境へ
の負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することにより、「循環と
共生を基調に環境と調和した『環境立県　福井』の実現」を目指します。

２　基本方針
基本理念を念頭に、県自らの活動による環境負荷の低減に努めるため、
また、行政として環境の保全と創造に関する施策を着実に推進するため、
環境マネジメントシステムを構築し、次の取組みを率先して推進します。

�資源の循環
�環境関連産業の創造と振興
�地球環境の保全
�自然との共生
�環境意識の醸成

以上の取組みについて、環境目的・目標を定め、その実現を図り、定
期的に見直すことにより、継続的な改善を進めます。
環境関連法令、協定およびその他の合意事項を遵守するとともに、環

境汚染の未然防止を図ります。

この環境方針を全職員に周知徹底するとともに、広く公表します。

平成15年4月23日
福井県知事　　西川一誠

環境マネジメントシステムとは、自主的に環境保
全に関する取組みを進めるに当たり、環境に関する
方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて継
続的に取り組むための体制や手続きなどをいいます。
ISO14001は、環境マネジメントシステムの仕様

を定めた国際規格です。

基本的な構造はＰＤＣＡサイクルと呼ばれ、①方
針・計画（Plan）、②実施および運用（Do）、③点検
および是正措置（Check）、④見直し（Act）というプ
ロセスを繰り返すことにより、環境マネジメントシ
ステムを継続的に改善していくものです。

コラム 環境マネジメントシステム

●見直し
毎年システムを見
直し、断続的に改
善していきます

●基本方針
環境方針をたて、
環境に優しい活動
に取り組む決意を
アピールします。

●点検および是正措置
プログラムが正しく運用
され、目的・目標が達成
されたかを点検します。
不適切な点や不都合な点
があれば是正します。

●実施および運用
実行計画に基づいて
日々の環境マネジメン
ト活動を行い、環境に
悪い影響を与えている
要因の低減に努めます。

●計画
環境方針に基づいて、
目的・目標を設定し、
これらを達成するため
の具体的な実行計画
（環境マネジメントプロ
グラム）を作成します。

断続的改善

180 
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20 

0
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4件 
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82件 

122件 
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9
（15年度は12月末現在） 
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目　　的 平成14年度目標 平成14年度実績 達成状況

紙の使用量の削減 複写用紙の使用量　
103トン 15％削減 ×

平成10年度比　20％削減

庁舎における水使用量の削減 庁舎の水使用量　
37.3千m3 11％削減 ○

平成10年度比 10％減

庁舎における電気使用量の削減 庁舎の照明とエレベータに係る電気使用量　
1,035千kWh 13％削減 ○

平成10年度比　13％減

庁舎における灯油使用量の抑制 灯油使用量
212 k� 0.5％増加 ×

平成10年度程度に抑制

公用車の使用における 公用車の使用による燃料使用量
107 k� 13％削減 ×

燃料使用量の削減 平成10年度比　17％削減

可燃ごみの減量化・ 庁舎から発生する可燃ごみ
215kg/日 45％削減 ○

リサイクルの推進 平成10年度比　45％削減

不燃ごみの減量化・ 庁舎から発生する不燃ごみ
6kg/日 89％削減 ○

リサイクルの推進 平成10年度比　86％削減
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表3-5-10 エコオフィス活動に係る目標と実績 （対象範囲：本庁舎および議会庁舎）

（３）県内事業者等へのISO14001認証取得の支援

ISO14001の認証取得を促進するため、規格に合っ
た環境マネジメントシステムを効果的、効率的に構

築するためのポイントを解説するISO14001基礎講座
を平成15年度に３回開催しました。
また、環境アドバイザーおよび中小企業アドバイ

ザーの派遣や認証取得経費への低利融資を行ってい

ます。

（４）福井県環境ISOネットワーク

平成13年11月に、県内のISO14001の認証を取得し
た事業所等で構成する福井県環境ISOネットワーク

（FEISON：Fukui Environmental ISO Network）を設立

し、幅広い情報の交換や効果的な研修等を通じて資

質の向上を図り、環境改善に向けたより一層の取組

みを推進しています。

平成15年12月末現在92会員で、平成15年度は先進
企業見学会、情報交換会、研修会、FEISONニュー

スの発行、情報紙の発行等を行っています。

2 環境影響評価【環境政策課】

（１）環境影響評価制度

環境影響評価（環境アセスメント）は、事業者が、

土地の形状の変更や工作物の新設など環境に大きな

影響を及ぼすおそれのある事業等の計画や実施に当

たり、その事業が環境にどのような影響を及ぼすか

について、あらかじめ調査、予測および評価を行う

とともに、その結果を公表して、自治体や県民等の

意見を聴いた上で、環境の保全について適正な配慮

を講じようとするものであり、環境汚染の未然防止

のための重要かつ有効な手段です。

国においては、環境影響評価法などに基づいて、

本県では、法対象外事業や事後調査手続を追加した

「福井県環境影響評価条例」により、十分な環境配

慮が必要な大規模事業について、環境面から、事業

者の適切な対応を誘導することとしています。（資

料編表8-1、図8-2）

（２）環境影響評価の実施状況

近年、環境影響評価法や条例に基づく審査はあり

ませんが、「公有水面埋立法」などの個別法に基づ

く環境影響評価について審査指導を行っています。

表3-5-11 環境影響評価等審査件数の推移

年　　　　度 10 11 12 13 14

環境影響 鉄道 1 1

評 価 法 発電所 1

個 別 法 公有水面埋立 3 7 5 7 4

合　　　　計 4 8 6 7 4
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（３）環境影響評価に関する情報の提供

環境影響評価に関する制度やこれまでに実施され

た環境影響評価事例に関する情報などを、県の環境

情報に関するホームページ「みどりネット」を通じ

て提供しています。

URL http://www.erc.pref.fukui.jp/info/assess

3 環境保全の事前審査【環境政策課】

許認可等において、県が関与する様々な手続に際

して、環境保全の観点から必要な調整を実施してい

ます。また、各種事業等の実施の基盤となる計画策

定などに際しても、環境の保全の観点から事前審査

を行っています。

（１）許認可等に際しての環境配慮

森林法に基づく林地開発の許可や国土利用計画法

に基づく土地売買等の届出など、県が関与する許認

可等の手続に際しては、環境に配慮した事業の実施

が行われるように行政指導を行うなど、必要な調整

を行っています。

（２）計画策定等に係る環境配慮

県環境基本条例第10条では、県が講ずる施策の策
定および実施に当たっては、環境の保全について配

慮するものと規定しています。

このため、県では、土地利用基本計画や都市計画

等の策定・実施などに当たっては、環境の保全の見

地からの配慮が行われるよう必要な調整を行ってい

ます。

表3-5-12 許認可等および計画策定等に際しての環境配慮の調整件数（平成14年度）

・国土利用計画法に基づく土地売買等届出に係る事前協議 16
・廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設設置届出等に係る事前協議 9
・採石法に基づく岩石採取計画認可申請に係る事前協議 5

許認可等に際しての
・砂利採取法に基づく砂利採取・洗浄計画等認可申請に係る事前協議 41

環境配慮
・土採取規制条例に基づく土採取計画認可申請に係る事前協議 5
・温泉法に基づく温泉掘さく・温泉動力装置許可申請に係る事前協議 5
・大規模小売店舗立地法に基づく届出に係る事前協議 22

小　　　　　　　　　　計 103
計画策定等に係る ・公共工事環境配慮ガイドラインに基づく事業計画に係る事前協議 8
環境配慮 小　　　　　　　　　　計 8

合　　　　　　　　　　　　計 111

4 公害防止協定【環境政策課】

公害防止協定は、地域の状況や個別事業所の操業

内容に応じたきめ細かい環境保全対策を盛り込むこ

とができ、法律や条例による一律的な規制を補完す

るものとして有効な手段です。

県では、県が造成し、維持管理する工業団地であ

るテクノポート福井に立地する事業所または広範囲

な地域に環境影響を及ぼすおそれのある事業所との

間で、公害防止協定の締結を進めています。

協定では、事業所の操業形態等に応じた公害防止

対策を規定するとともに、立入調査や公開の原則、

住民に損害を与えた場合の無過失損害賠償責任につ

いても規定を設け、公害防止対策の実効性の担保な

どを図っています。

公害防止協定を締結している事業所数は昭和60年
頃から増加しており、平成15年12月末現在で計69事
業所となっています。（図3-5-13、資料編表9-4）
また、多くの市町村においても、公害防止協定や

環境保全協定を締結しており、その件数は、平成15
年 3月末現在、23市町村449件となっています。（資
料編表9-5）



（１）土地利用の現況【生活課】

平成13年の県土の利用状況は、農用地10.3％、森
林74.７％で、原野、水面・河川・水路などを加えた
自然的土地利用が県土の約88％を占めていますが、
その面積は年々減少しています。（図3-5-14,15）

（２）国土利用計画および土地利用基本計画等

【生活課、農林水産振興課】

適正かつ合理的な土地利用を図るため、「国土利

用計画法」をはじめ、「都市計画法」、「農業振興地

域の整備に関する法律」、「森林法」、「自然公園法」、

「自然環境保全法」等の法律に基づき、さまざまな

土地利用計画が定められ、また、土地利用規制が行

われています。

このうち、昭和49年に制定された「国土利用計画
法」に基づいて、国土利用計画および土地利用基本

計画を定めるとともに、地価の安定と適正かつ合理

的な土地利用を推進するため、土地取引の規制、遊

休土地の利用促進を図っています。

①国土利用計画

国土利用計画は、国土の総合的かつ計画的な利用を

確保するため、国、県および市町村が長期的な視点に

立って、国土資源の有限性を前提に、公共の福祉を優

先し、自然環境の保全、歴史的文化的諸条件に配慮

して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡

ある発展を図ることを基本理念に策定しています。

福井県国土利用計画は、平成10年３月に平成22年
を目標年次とする第３次計画を策定しました。
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図3-5-13 公害防止協定締結事業所数の推移

5 土地利用の適正化

図3-5-14 自然的土地利用面積の対県土面積割合推移
(%)
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図3-5-15 県土の土地利用構成（平成13年）
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②土地利用基本計画

土地利用基本計画は、国土利用計画（全国計画お

よび県計画）を基本とし、都市地域、農業地域、森

林地域、自然公園地域および自然保全地域の５地域

についての土地利用の原則および５地域が重複する

場合の調整指導方針など土地利用の調整等に関する

事項を定めるもので、土地取引、開発行為の規制、

遊休土地の利用促進、その他適正かつ合理的な土地

利用を図るための基本となる計画です。

この計画は各法等に基づく諸計画に対する上位計

画として行政部内の総合調整機能を果たすととも

に、土地取引に関しては直接的に、開発行為につい

ては個別の法律を通じて間接的に規制の基準として

の役割を果たすものです。福井県土地利用基本計画

は、昭和50年５月に策定され、その後、５地域の見
直しに伴い、毎年、国土交通大臣の同意を得て、変

更しています。

③土地利用転換の適正化

無秩序な土地利用の転換を抑制し、県土の適正か

つ合理的な利用を図るため、福井県国土利用計画を

基本とした土地利用に関する諸計画が相互に連携

し、次のような規制・誘導の措置により、適正な土

地利用の転換を推進しています。

ア　国土利用計画法に基づく土地取引の規制

一定規模（市街化区域2,000㎡、その他の都市計画
区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡）以上の土地
取引について、土地の譲受人は、契約締結後２週間

以内に利用目的等を知事に届け出なければならない

ことになっています。

知事は届出のあった土地の利用目的を審査し、公

表されている土地利用計画に適合しない場合などに

は、土地の利用目的について必要な変更を行うこと

を勧告することができます。また、利用目的につい

て適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助

言をすることができます。

このほか地価の急激な上昇等に対する適切な措置

を講じるために、注視区域制度・監視区域制度およ

び規制区域制度が設けられています。

また、大規模な土地取得（2ha以上の宅地開発また
は10ha以上のゴルフ場、スキー場、遊園地等のレク
リェーション施設等の土地取得）を行う場合は、福

井県土地利用指導要綱に基づき、土地取得者は契約

締結前に知事に事前協議ができ、開発行為の適正な

誘導を通じて、県土の無秩序な開発の防止と安全で

良好な生活環境の確保に努めています。

イ 農業振興地域の整備に関する法律および農地法

に基づく規制

各市町村の農業振興地域整備計画で、農業生産基

盤整備事業が施工された土地等を農用地区域として

位置づけ、優良農地の維持・保全を図っています。

また、農地法では、農地を農地以外のものにする

場合、知事または農林水産大臣の許可が必要ですが、

農用地区域や集団的に存在する農地その他良好な営

農条件を備えている農地については、許可できない

こととされており、これらにより優良農地の確保を

図っています。

図3-5-16 土地利用計画の概要図

国土利用計画  

土地利用基本計画  
 
  都市地域 市街化区域  
  都市計画 市街化調整区域  
   その他の区域  
 
  

農業地域
 農業振興地域 農用地区域 

    その他の区域 
  
 森林地域  
 地域森林計画 森林計画区 保安林 
    その他の森林 
 
  自然保護地域 特別地域 特別保護地区 
  公園計画 普通地域 その他の区域 
   海中公園地区  
  
  

自然保護地域
 原生自然環境保全地域  

   自然環境保全地域 特別地区 
    普通地区 
 



（３）都市計画【都市計画課】

今までは、人口の増加や産業の発展に伴い急速に

都市化が進展し、いかに市街地のスプロール化を防

止し計画的に市街地を整備していくかという観点

で、都市づくりが進められてきました。しかし、今

後は、人口の減少、少子高齢化、財政の硬直化、環

境問題の顕在化および都市間競争の激化等社会経済

情勢が大きく転換し、都市化の時代から安定・成熟

した社会に移行していく中、より質の高い生活環境

を形成し都市の賑わいや潤いを維持・創出していく

ために、自然環境・歴史・文化等の地域の個性を守

り活かした「魅力的な都市」、持続可能な「コンパ

クトな都市」を目指して都市づくりを進めていく必

要があります。

このような都市を計画的に創造していくために、

あらかじめ長期的な視点に立った都市・地域の将来

像やその実現に向けた大きな道筋（土地利用、市街

地整備、自然的環境の保全等）を示す都市計画マス

タープランが策定されています。この都市計画マス

タープランには、都市計画区域＊1を対象として広域

的・根幹的な事項を示す「整備、開発及び保全の方

針（以下、『都市計画区域マスタープラン』＊2という。）」

と、市町村域を対象として地域の特性をふまえ創意

工夫による具体的な都市づくりの方向性を示す「市

町村都市計画マスタープラン」＊3があり、これらの都

市計画マスタープランの適切な役割分担・相互連携

により一体的な都市づくりのビジョンが形成されて

います。

これらの都市計画マスタープランに即して各種都

市計画制度が活用されています。

まず、都市計画区域は、無秩序な市街化を抑制し

計画的な市街化を図るために、既成市街地や計画的

に市街地整備を促進する地域からなる「市街化区域」

と農地や里山等からなり市街化を抑制する「市街化

調整区域」に区域区分することができます。この区

域区分は、福井都市計画区域に適用されています。

次に、市街地は、用途の異なる建築物の混在によ

り、居住環境が悪化し、また商業や工業等の利便性

が低下しないよう建築物の用途や形態をコントロー

ルするために、住居・商業・工業系の12種類の用途地
域に区分することができます。この用途地域は、22
の市町村で適用されています。また、その他用途地

域を補完する地域地区として、特別用途地区＊4、防火

地域＊5および風致地区等を適用することができます。

更に、地区レベルでは、地区の特性を活かした市

街地環境の維持・形成を図るために、住民合意のも

と、建築物の用途や形態および区画道路や公園等の

地区施設の配置・規模等に関するルールを規定し、

これに基づいて開発行為や建築物の建築をコントロ

ール（届出・勧告）する地区計画を適用することが

できます。この地区計画は、４市４町の21地区で適
用されています。
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＊1都市計画区域：人口や産業が集積している市街地を含み、一体の都市として土地利用コントロール、市街地の整備および自
然的環境の保全を図っていく区域であり、本県では11区域が指定されています。

＊2都市計画区域マスタープラン：全ての都市計画区域で、平成16年４月に公表される予定です。
＊3市町村都市計画マスタープラン：７市２町で策定されています。
＊4特別用途地区：地域の実態に応じてきめ細やかに用途をコントロールするために、用途規制を更に規制または緩和する制度
です。

＊5防火地域：市街地における火災の危険を防除するために、防火性能の高い建築物の建築を義務付ける制度です。

図3-5-17 都市計画によるまちづくりのイメージ

○計画的な土地利用
・住宅、店舗、工場等の区分け
・農地と宅地の区分け
○都市施設の整備
・道路の整備
・公園、下水道の整備
○自然環境の保持
・里山等の保全
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環境保全活動を推進していくには、県民、団体、

事業者、行政がお互いに協力し合い、取り組んでい

くことが重要です。

このため、県では、県民、団体、事業者で構成す

る環境保全ネットワーク「環境ふくい推進協議会」

の運営を支援し、情報紙の発行や講演会の開催など

を通じ、環境保全に関する意識の啓発を図ってきま

した。

また、県内には、環境保全を主目的として活動し

ている団体や活動の一部で環境問題に取り組んでい

る団体など、各種各様の自主的な取組みがなされて

おり、ＮＰＯ法人格の取得も進んでいます。

県は、こうした県民、団体、事業者、ボランティ

アが対等な立場で、それぞれが持っている情報や思

いを共有しながら、それぞれが自主的に取り組むこ

とができ、また、互いに補完し合えるネットワーク

やパートナーシップを築き上げていくような取組み

を進めています。

（１）環境ふくい推進協議会

環境ふくい推進協議会は環境保全に取り組む人々

の自発的な活動の推進母体として、県民、団体、企

業を結びつけるネットワークづくりや地域に根ざし

た環境保全活動の育成を目的に、平成６年10月に設
立された団体です。協議会では、環境保全活動の輪

を広げるための様々な事業を展開しています。

6 県民・団体等との連携の強化【環境政策課】

環境ふくい推進協議会会員数（平成15年 3 月末現在）

企業会員　　 138社
団体会員　　78団体
個人会員　 1,317名

表3-5-18 環境ふくい推進協議会の主な取組み

主な取組み 14年度テーマ 15年度テーマ

リサイクルバスツアー（施設見学） 家電リサイクル 容器包装リサイクル

①廃家電指定取引場所 ①プラスチック容器包装

②家電リサイクルプラント ②ペットボトル再生工場

親子環境教室 「割りばしから紙を作ろう」 「プラスチックから再生綿を作ろう」

オリジナルカードの製作 マスコット製作

企業研修会 企業における地球温暖化対策 環境ビジネス

環境シンポジウム 循環型社会 環境教育

（基調講演、パネルディスカッション） 「思いは地球規模で行動は足元から」 「センス･オブ･ワンダー」

情報誌「みんなのかんきょう」の発行 31号「水辺の生き物」 35号「環境マネジメントシステム」

32号「ごみ減量化・リサイクル」 36号「生活の中の化学物質

33号「地球温暖化」 －シックハウス症候群」

34号「地域に根ざした緑化」 37号「スローフード」

38号「野生生物の絶滅と自然環境」

（２）先進的環境保全活動支援事業

県内の民間団体が行う先進的で県民や他の団体へ

の波及効果が高いと認められる環境保全活動に対し

て、その活動経費の一部を助成しています。

15年度は、公募により９団体が、環境活動情報誌
の作成や生態系調査など、特色ある事業を実施して

います。

年度末には、これら環境保全活動に取り組む人々

のネットワークづくりを目的に、環境保全団体、こ

どもエコクラブ、一般県民が参加し、活動内容の発

表や意見交換を通じて交流を図る「活動交流会」を

開催します。



団体名（事業名） 事　　業　　内　　容
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●第３部　環境の現況と県の取組み

地球温暖化など地域を越えた環境問題や、生活排

水による水質の悪化など地域が抱える共通の環境問

題に対応していくためには、県域を越えた広域的な

取組みが効果的と考えられます。

本県でも、以下のような広域的な取組みを実施し

ており、今後も連携を強化し積極的に推進していき

ます。

（１）日本まんなか共和国

福井、岐阜、三重、滋賀の4県は、「日本まんなか
共和国」として、環境教育、廃棄物対策、共同研究

などの交流連携を推進しています。

○子ども環境会議の開催

・日時・場所：平成15年8月25日（月）～26日（火）
滋賀県にて

・参 加　者：4県の小学5、6年生　118名
（本県からは福井市立一乗小学校、鯖江市立中河

小学校、三方町立第二小学校が参加）

○廃棄物運搬車の県境路上検査の共同実施

○環境に関する共同研究（テーマ：大気中有害化

学物質に関する共同研究）など

（２）関西広域連携協議会（ＫＣ）

本県を含む関西の2府7県3政令市（京都府、大阪
府、福井県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和

歌山県、徳島県、京都市、大阪市、神戸市）および

経済団体で構成する「関西広域連携協議会」におい

ても、平成11年度から環境分野での交流連携を推進
しています。

○関西エコオフィス宣言

○夏のエコスタイルキャンペーン　など

（３）北陸環境共生会議

富山、石川、福井および北陸経済連合会は、平成

14年12月に「北陸環境共生会議」を設立し、広域的
な視点から環境問題に取り組んでいます。

○総合シンポジウムの開催

（平成15年12月22日　金沢にて）
○北陸３県リサイクル製品リーフレットの作成

○ふくい環境フェアにおける燃料電池自動車の展示

など

7 広域連携【環境政策課】

表3-5-19 先進的環境保全活動支援事業の実施団体と活動概要

大蓮寺川を美しくする会

（河川環境保全活動）

笙の川を美しくする会

（笙の川クリーン作戦）

NPO法人　ライフスタイル研究所

（環境リーダー育成事業）

城山エコミュージアム実行委員会

（城山エコミュージアム事業）

NPO法人　森のエネルギーフォー

ラム（環境学習教材開発と指導者

育成活動）

NPO法人　エコプラザさばえ

（総合的学習支援情報誌

「e-ファイル」開発プロジェクト）

NPO法人　つるがさわやかネット

（ケナフ育成事業）

NPO法人　ふくい農村クリエイト

センター（生態系調査事業）

大野の水を考える会（地下水保全

活動）

地域を流れる河川に鯉を放流し、河川の環境改善と保全に取り組むほか、研修会や河川

環境保全地域への視察、啓蒙活動を実施

笙の川の周辺の環境美化運動を推進するため、周辺の清掃作業、小学生を対象とした河

川を美しくするイメージポスターの募集、ポスター優秀作品の看板化などを実施

ごみ問題に対応し循環型社会を普及するための教育・指導用のマニュアルを作成し、指

導者育成のための講習会を実施。子供用受講テキストも作成。

城山周辺の環境保全に関する学習会（自然観察会、植樹事業）、環境保全計画等の調査・

研究、環境動態の記録、地域住民等の意識調査

フィールドワークやワークショップ形式の学習会に必要な環境学習教材の開発と、指導

者育成研修会の開催

環境に関する学習に必要なリソースを網羅した、支援情報誌の企画・編集・作成（①環

境団体および個人活動家等の人材リスト　②校外の施設、協力企業等の研修先リスト

③活動事例集　④カリキュラム作成に役立つヒント集）

二酸化炭素の固定化処理作業として、ケナフによる紙作りや製炭作業の実施

農業用排水路、ため池、水田などでの魚類、水生昆虫、水生植物などの生態系調査、環

境影響の研究

地下水および表流水に関する調査および地下水保全に関する学習会や啓発活動の実施
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第3部　　　①わかりやすい　　②普通　　③わかりにくい

ご意見

◆今後「充実させた方がよい」または「新たに加えるとよい」内容がございますか。

◆その他、ご意見・ご感想などございましたらお聞かせください。

◆おさしつかえない範囲でご記入ください。

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　齢

ご住所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お電話

ご所属（勤務先・学校名など） Ｅ‐mail
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