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１ 須坂市環境基本条例 

平成 ９年３月28日条例第19号 

改正 

平成12年３月28日条例第 ２ 号 

平成13年９月28日条例第31号 

平成17年３月25日条例第18号 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、環境の保全について、

基本理念を定め、市、市民及び事業者の責

務を明らかにするとともに、環境の保全に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって現在及び将来の市民の健康で文化的

な生活の確保に寄与することを目的とする。 

 （用語の意義） 

第２条 この条例における用語の意義は、環

境基本法（平成５年法律第 91 号）に定め

るところによる。 

 （基本理念） 

第３条 地球環境の保全は、人類共通の課題

であるとともに、市民の健康で文化的な生

活を将来にわたって確保するうえでの課題

であり、市、市民及び事業者の全ての活動

において積極的に推進されなければならな

い。 

２ 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かな

ものとして維持することが、人間の健康で

文化的な生活に欠くことができないもので

あることを考慮して、現在及び将来の世代

の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享

受するとともに、これが将来に継承してい

くことを目的として行われなければならな

い。 

３ 環境の保全は、生態系及び自然的条件に

配慮し、公害の防止並びに環境資源の適正

な管理及び循環的な利用を図り、自然と共

存する都市の実現を目的として行われなけ

ればならない。 

４ 環境の保全は、社会経済活動による環境

への負荷をできる限り低減するために、す

べての者がそれぞれの役割分担のもとに自

主的かつ積極的に行わなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、環境の保全を図るため、次に

掲げる施策を総合的かつ計画的に推進する

ものとする。 

 (１) 公害の防止、廃棄物の削減、廃棄物の

適正処理及び再利用、居住環境の整備、

秩序ある土地利用、歴史的及び文化的な

特性を生かした環境の創造等生活環境、

文化環境に関する施策 

 (2) 水資源の保全、緑化の推進、自然保護

等自然環境に関する施策 

 (3) 地球温暖化の防止、酸性雨の防止、オ

ゾン層の保護等地球環境保全に関する施

策 

 (4) その他環境の保全に関する必要な施策 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、環境の保全上の支障を防止

するため、日常生活に伴う環境への負荷の

低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、市が

実施する環境の保全に関する施策に協力

しなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっ

ては、これに伴って生ずる公害を防止し、

環境を保全するため、その責任と負担にお

いて必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、事業活動に係る製品その他の

物が使用され又は廃棄されることによる環

境への負荷の低減に資するよう努めるとと

もに、再生資源その他の環境への負荷の低

減に資する原材料等を利用するように努め

なければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、

その事業活動に関し、環境の保全に自ら努

めるとともに、市が実施する環境の保全に

関する施策に協力しなければならない。 

第２章 環境の保全に関する基本的施策等 

 （環境基本計画） 

第７条 市長は、環境の保全に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するための基本と

なる須坂市環境基本計画（以下「環境基本

計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 環境基本計画には、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

 (1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的

な目標及び施策の大綱 

 (2) 前項に掲げるもののほか、環境の保全

に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当た

っては、須坂市環境審議会の意見を聴かな

ければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定したときは、
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速やかにこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更に

ついても、これを準用する。 

 （施策の策定等に当たっての配慮） 

第８条 市は、環境に影響を及ぼすと認めら

れる施策を策定し、及び実施するに当たっ

ては、環境の保全に配慮するものとする。 

 （環境影響評価の推進） 

第９条 環境に著しい影響を及ぼすおそれの

ある事業を行う事業者が、あらかじめ当該

事業に係る環境への影響について自ら適正

に調査、予測及び評価を行い、その結果に

基づき、当該事業に係る環境保全について

適正に配慮することを推進するため、市は、

必要な措置を講ずるものとする。 

 （公害防止対策） 

第 10 条 市は、市民の健康を保護し、及び

生活環境を保全するため環境基本計画に基

づき、公害防止に関する必要な規制の措置

を講ずるものとする。 

 （体制の整備） 

第 11 条 市は、環境の状況の把握及び環境

の保全に関する施策を推進するために必要

な監視、測定等のための体制の整備に努め

るものとする。 

 （土地の形状の変更等を行う事業者の配慮

義務） 

第 12 条 土地の形状の変更、工作物の新設

その他これらに類する事業を行う事業者は、

その事業の実施に当たっては、あらかじめ

その事業に係る自然環境及び文化環境の保

全について適正に配慮しなければならない。 

 （自然環境保全地区の指定） 

第 13 条 市長は、自然環境を保全するため

に必要な地区を自然環境保全地区として指

定することができる。 

２ 前項に規定する自然環境保全地区を指定

するときは、当該地区住民や地権者等の同

意を得るとともに、自然環境保全のための

施策を講ずるものとする。 

３ 市長は、自然環境保全地区を指定するに

当たっては、須坂市環境審議会の意見を聴

かなければならない。 

４ 市長は、自然環境保全地区を指定したと

き及び変更又は解除したときは、これを公

表しなければならない。 

 （行為の制限） 

第 14 条 自然環境保全地区の地権者は、当

該地区の形状の変更や権利の移転等を行う

ときは事前に市長と協議するものとする。 

 （環境保全協定の締結） 

第 15 条 市長は、環境の保全に関する施策

を実施するに当たり、必要があると認める

ときは、事業者に対し環境を保全するため

の協定の締結を求めることができる。 

２ 事業者は、前項の協定締結に協力しなけ

ればならない。 

 （環境教育及び環境学習の振興等） 

第 16 条 市は、市民及び事業者が環境保全

についての理解を深めるとともに、これら

の者の環境の保全に関する活動を行う意欲

が増進されるようにするため、環境教育及

び環境学習の振興、広報活動の充実その他

の必要な措置を講ずるものとする。 

 （自主的活動の促進） 

第 17 条 市は、市民、事業者又はこれらの

者で構成する団体が行う環境の保全のため

の自主的な活動を促進するため、必要な措

置を講ずるものとする。 

 （情報の提供） 

第 18 条 市は、必要に応じ環境の状況その

他の環境の保全に関する情報を適切に提供

するよう努めるものとする。 

第３章 須坂市環境審議会 

 （審議会） 

第 19 条 環境基本法第 44 条の規定により、

環境の保全に関する基本的事項を調査審議

するため、須坂市環境審議会（以下「審議

会」という。）を置く。 

 （任務） 

第 20 条 審議会は、市長の諮問に応じて、

次の事項を調査審議するものとする。 

 (1) 環境基本計画の策定及び変更に関する

事項 

 (2) 公害対策及び水資源の保全に関する事

項 

 (3) 廃棄物の減量化、適正な処理及び再利

用に関する事項 

 (4) その他環境の保全に関する基本的事項 

 （組織） 

第 21 条 審議会は、委員 15 人以内で組織

する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が

委嘱する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 公募による市民 

 (3) 関係行政機関の職員 

 (4) その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第 22 条 委員の任期は２年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

 （会長等） 

第 23 条 審議会に会長及び副会長を置き、

委員が互選する。 

２ 会長は、会務を総理する。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が

あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第 24 条 審議会の会議は、会長が招集し、

会長が議長となる。ただし、審議会を初め

て招集するときは、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなけ

れば会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決

し、可否同数の場合は議長の決するところ

による。 

 （専門委員） 

第 25 条 審議会に、専門委員を置くことが

できる。 

２ 専門委員は、学識経験者等のうちから市

長が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門的事項について調

査が終了したときは、解任されるものとす

る。 

 （幹事及び書記） 

第 26 条 審議会に幹事及び書記を置き、市

職員のうちから市長が任命する。 

２ 幹事は、審議会の所掌事務について委員

を補佐する。 

３ 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事す

る。 

第４章 補則 

 （補則） 

第 27 条 この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行に関し必要な事項は、市長が

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行

する。 

（須坂市水資源保全条例の一部改正） 

２ 須坂市水資源保全条例（昭和 59 年条例

第 27 号）の一部を次のように改正する。 

目次中第２章を次のように改める。 

第２章 削除 

第１条中「、須坂市環境保全基本条例（昭和

49 年条例第６号）第６条の規定により」

を削る。 

第２章を次のように改める。 

第２章 削除 

第７条から第 10 条まで 削除 

第 13 条中「審議会」を「須坂市環境基本条

例（平成９年条例第 19 号）に規定する須

坂市環境審議会（以下「審議会」という。）」

に改める。 

 （須坂市緑化推進に関する条例の一部改正） 

３ 須坂市緑化推進に関する条例（昭和 49

年条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条中「、須坂市環境保全基本条例（昭和

49 年条例第６号）第６条の規定により」

を削る。 

 （須坂市公害防止条例の一部改正） 

４ 須坂市公害防止条例（昭和 46 年条例第

８号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「、須坂市環境保全基本条例（昭和

49 年条例第６号）第６条の規定により」

を削る。 

第８条第２項中「須坂市公害対策審議会（以

下「審議会」という。）」を「須坂市環境基

本条例（平成９年条例第 19 号）に規定す

る須坂市環境審議会（以下「審議会」とい

う。）」に改める。 

第 33 条から第 40 条までを次のように改め

る。 

第 33 条から第 40 条まで 削除 

附 則（平成 12 年３月 28 日条例第２号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 12 年４月１日から施

行する。 

附 則（平成 13 年９月 28 日条例第 31 号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条

例による委員会、審査会、審議会及び協議

会の組織及び委員に関する規定は、公布の

日以後の最初の委嘱又は任命のときから適

用する。 

附 則（平成 17 年３月 25 日条例第 18 号） 

この条例は、平成 17 年４月１日から施行

する。 
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２ 須坂市を清潔で美しくする条例 

平成 16 年３月 26 日条例第２号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、須坂市の良好な環境を

保全し、清潔で美しいまちづくりの推進を

図るため、空き缶等の散乱防止に関して必

要な事項を定め、もって市民の快適な生活

環境を確保することを目的とする。 

 （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 空き缶等 飲食料を収納し、若しくは

収納していた缶、びん、ペットボトルそ

の他の容器、たばこの吸い殻、チューイ

ンガムのかみかす、紙くず、その他の汚

物又は不要物であって、固形状若しくは

液状のものをいう。 

 (2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在

し、又は市内を通過する者をいう。 

 (3) 事業者 市内において事業活動を行う

者をいう。 

 (4) 所有者等 市内に土地及び建物を所有

し、占有し、又は管理する者をいう。 

 (5) 公共の場所 河川、水路、山林、原野、

道路、公園、緑地、広場、駅等の不特定

多数の者が自由に出入りできる場所をい

う。 

 （市の責務） 

第３条 市は、第１条の目的を達成するため、

総合的な施策を実施しなければならない。 

２ 市は、空き缶等の散乱防止について市民

等への啓発に努めるとともに、市民による

清潔で美しいまちづくりの自主的な活動に

対して支援し、又は必要に応じた措置を講

ずるものとする。 

 （市民等の責務） 

第４条 市民等は、屋外において自ら生じさ

せた空き缶等を持ち帰り、又は適正に処理

しなければならない。 

２ 市民は、地域において相互に協力し、清

潔で美しいまちづくりへの自主的な活動に

参加するよう努めなければならない。 

３ 市民等は、この条例の目的を達成するた

め、市が実施する施策に協力しなければな

らない。 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動に伴って生

ずる空き缶等の散乱を防止しなければなら

ない。 

２ 事業者は、事業所及びその周辺その他事

業活動を行う地域において、清掃その他清

潔で美しいまちづくりの活動を推進するよ

う努めなければならない。 

３ 空き缶等の散乱の原因となるおそれのあ

る物の製造、加工、販売等を行う事業者は、

その散乱防止について、消費者に対する意

識の啓発を図るとともに、回収及び資源化

について必要な措置を講じなければならな

い。 

４ 自動販売機により容器入り飲食料を販売

する事業者は、その販売する場所に空き缶

等を回収する設備を設けるなど、自らの責

任において、回収した空き缶等を再資源化

するよう努めるとともに、適正な処理をし

なければならない。 

５ 土木工事、建築工事その他の工事を行う

事業者は、当該工事により生ずる土砂、廃

材等が、公共の場所に飛散し、流出し、脱

落し、又は堆積しないよう、適正に管理し

なければならない。 

６ 事業者は、この条例の目的を達成するた

め、市が実施する施策に協力しなければな

らない。 

 （所有者等の責務） 

第６条 所有者等は、その所有し、占有し、

又は管理する土地及び建物を常に清潔に保

つよう努めるとともに、空き缶等の散乱を

防止するため必要な措置を講じなければな

らない。 

 （投棄等の禁止） 

第７条 何人も、公共の場所及び他人が所有

し、占有し、又は管理する土地及び建物（以

下「他人の土地等」という。）において空き

缶等を捨ててはならない。 

２ 市民等は、公共の場所及び他人の土地等

において飼い犬及び飼い猫のふんを放置せ

ずに持ち帰り、適正に処理しなければなら

ない。 

 （不法投棄監視パトロール員） 

第８条 市長は、空き缶等の散乱防止に関す

る啓発及び監視の活動を行うため、須坂市

不法投棄監視パトロール員（以下「「パトロ

ール員」という。）を置く。 

２ パトロール員は、投棄されている空き缶

等を発見した場合又は次条に規定する通報

を受けた場合は、速やかに市長にその状況

を報告するものとする。 

３ 監視の活動を行うパトロール員は、その

身分を示す証明書を携帯し、市民等から請
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求があったときは、その証明書を提示しな

ければならない。 

 （通報） 

第９条 第７条の規定に違反する行為及び違

反した者を発見した市民等は、市長又はパ

トロール員にその旨を通報するよう努める

ものとする。 

 （指導） 

第 10 条 市長は、第５条第３項から第５項、

第６条及び第７条の規定に違反すると認め

られる者に対し、期限を定めて必要な措置

を講ずるよう指導することができる。 

 （勧告） 

第 11 条 市長は、第７条の規定に違反する

と認められる者に対し、期限を定めて必要

な措置を講ずるよう勧告することができる。 

 （命令） 

第 12 条 市長は、前条の規定による勧告を

受けた者が、正当な理由なくその勧告に従

わないときは、期限を定めて当該勧告に従

うよう命令することができる。 

 （公表） 

第 13 条 市長は、前条の規定による命令を

受けた者が、正当な理由なくその命令に従

わないときは、その事実を公表することが

できる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしよう

とするときは、あらかじめ公表されるべき

者に対しその理由を通知するとともに、弁

明の機会を与えなければならない。 

 （環境指導員） 

第 14 条 市長は、良好な環境を保全し、清

潔で美しいまちづくりの推進に関し必要な

啓発、指導その他の活動を行うため、須坂

市環境指導員（以下「環境指導員」という。）

を置く。 

２ 市長は、この条例の目的を達成するため

必要な限度において、環境指導員にその土

地又は建物に立入り、必要な調査をさせる

ことができる。 

３ 前項の規定により立入調査をする環境指

導員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示

しなければならない。 

４ 第２項の規定による立入調査の権限は、

犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

 （補則） 

第 15 条 この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 （罰則） 

第 16 条 第 12 条の規定による命令に違反

した者は、20 万円以下の罰金に処する。 

 （両罰規定） 

第 17 条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、前条の違反行為

をしたときは、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して、前条の罰金刑を

科する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 16 年４月１日から施

行する。ただし、第 16 条及び第 17 条の

規定は、平成 16 年７月１日から施行する。 

 （須坂市廃棄物の処理及び再利用等に関す

る条例の一部改正） 

２ 須坂市廃棄物の処理及び再利用等に関す

る条例（平成５年条例第 36 号）の一部を

次のように改正する。 

目次中第５章を次のように改める。 

第５章 削除 

第５章を次のように改める。 

第５章 削除 

第 29 条から第 33 条まで 削除 
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３ 中間見直しにかかわる組織の名簿 

（１）須坂市環境審議会 
 

役 職 氏 名 団体名など 選任区分 

会 長 塩野 元信 須坂市区長会 

学 識 経 験 者

副会長 中澤 保子 須坂市女性団体連絡協議会 

委 員 

和田 久男 須坂商工会議所 

長岡 正人 須高薬剤師会 

関  正行 須高農業協同組合 

黒岩 七女 須坂市女性団体連絡協議会 

塚田 寿文 須坂市商店会連合会（H27.9.30 まで） 

渡邉 良也     〃    （H27.10.1 から） 

西原 秀明 須坂市小・中学校教頭会 

村石  悟 株式会社 タケモト 

込山  彰 株式会社 ミノル産業 

飯尾 昭一郎 信州大学工学部 

竹前 袈裟三  公 募 市 民

真関  隆 長野地方事務所環境課 
関 係 行 政 機 関

藤池  弘 須坂建設事務所 

 

（２）須坂市市民環境会議 
 

役 職 氏 名 団体名など 選任区分 

会 長 相原 範六 株式会社 環境クリエイション 

学 識 経 験 者

副会長 黒沢 勝江 須坂市女性団体連絡協議会 

委 員 

久保田 光枝 信州須坂町並みの会 

涌井 美代 須坂市女性団体連絡協議会 

濱名 寛幸 イオン須坂店 

丸山 和男 須坂市学校長会 

宮入 英治 せせらぎサイエンス講師 

西原 秀次 須坂市地球温暖化防止推進協議会 

神田 庄市        〃 

高橋 典子  公 募 市 民

真関  隆 長野地方事務所環境課 関 係 行 政 機 関
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４  第二次須坂市環境基本計画策定の経緯中間見直しの経過 

経過 
 

会議等（開催日） 検討内容 

第１回 環境審議会 

（平成 27 年４月 30 日） 
第二次須坂市環境基本計画中間見直しについて 

第２回 環境審議会 

第１回 市民環境会議 合同会議 

（平成 27 年７月２日） 

第二次須坂市環境基本計画中間見直しについて諮問 

中間見直し（案）に関する審議 

・第１素案に対する質問、要望の集約 

第３回 環境審議会 

第２回 市民環境会議 合同会議 

（平成 27 年８月 24 日） 

中間見直し（案）に関する審議 

・第２素案に対する質問、要望の集約 

第４回 環境審議会 

第３回 市民環境会議 合同会議 

（平成 27 年１０月 2９日） 

中間見直し（案）に関する審議 

・第 3 素案に対する質問、要望の集約 

・パブリックコメントの実施について 

パブリックコメント 

（平成 27 年 11 月 24 日～ 

 平成 27 年 12 月 24 日） 

パブリックコメントの募集 

・市ホームページ 

・市情報コーナー 

・市生活環境課窓口 

第５回 環境審議会 

第４回 市民環境会議 合同会議 

（平成 2８年２月１５日） 

中間見直し（案）に関する最終審議 

・パブリックコメントの意見集約について 

・答申（案）に関する審議 

第６回 環境審議会 

第５回 市民環境会議 合同会議 

（平成 2８年３月１７日） 

中間見直し（案）に関する最終審議 

答 申 

（平成 2８年３月 17 日） 
第二次須坂市環境基本計画中間見直し（案）の答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境審議会・市民環境会議の様子 
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５ 環境審議会への諮問及び環境審議会からの答申 

（１）環境審議会への諮問 

 

27 生環第 88 号 

平成 27 年７月２日 

須坂市環境審議会 

会長 塩野 元信 様 

須坂市長 三木正夫 

 

第二次須坂市環境基本計画の中間見直しについて（諮問） 

 

このことについて、平成 23 年３月本市の環境の保全に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するため、平成 23 年度から 32 年度を計画期間として策定した第二次須

坂市環境基本計画について、中間年度である平成 27 年度に見直しを行いたいため、

貴審議会の意見を求めます。 

 

諮 問 の 趣 旨 

 

須坂市環境基本条例第７条では、「市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための基本となる須坂市環境基本計画（以下「環境基本計画」とい

う。）を策定しなければならない。」としています。これに基づき、平成 23 年３月、

めざすべき環境像を「すべてのいのちが輝く 田園環境健康都市すざか ～水と緑を

はぐくみ、自然と共生するまちを、みんなで未来に～」として、第二次須坂市環境基

本計画を策定しました。 

第二次須坂市環境基本計画では、中間年度にあたる平成 27 年度において、取り組

みの達成状況の確認と課題の抽出による後期の取り組みへの反映、新たに発生した環

境問題や社会経済情勢の変化に対応するため、見直しを行うこととしています。 

このため、環境施策の基本となる第二次須坂市環境基本計画の中間見直しを行うに

あたり、本条例第 7 条第 3 項の規定により、貴審議会の意見を求めるものです。 

 

 

（２）環境審議会からの答申 

 

平成 28 年 3 月 17 日 

須坂市長 三木正夫 様 

須坂市環境審議会 

会長 塩野 元信  

 

第二次須坂市環境基本計画の中間見直しについて（答申案） 

 

平成 27 年７月２日付け 27 生環第 88 号で諮問のありました第二次須坂市環境基

本計画中間見直しについて、環境審議会及び市民環境会議合同により会議を重ね、慎

重に審議してまいりました。 

つきましては、別添のとおり第二次須坂市環境基本計画中間見直し（案）を取りま

とめましたので答申します。本計画を実行されるにあたっては、見直しを行った経過

や趣旨を十分尊重し、答申書に盛り込まれた取組が確実に推進されることを要望しま

す。 
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６ 国や県の動向 

（１）国の動き 

① 第四次環境基本計画の策定 

国は環境基本法に基づき、政府の環境施策の大綱を定めるものである「第四次環境基本

計画」を平成 24 年 4 月に閣議決定しました。この計画は、平成 6 年の第一次、平成 12

年の第二次、平成 18 年の第三次に続くものです。 

第四次計画では目指す社会の姿を「安全」が確保されることを前提として、「低炭素」・

「循環」・「自然共生」の各分野が、各主体の参加の下で、統合的に達成され、「健全で

恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される社会」と定めています。 

第四次計画のポイントは、以下のとおりです。 

 持続可能な社会を構築する上で、「安全」の確保を前提に「低炭素」・「循環」・「自然共生」

の各分野を統合的に達成する。 
 「経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーションの推進」、「国際情勢に的確に対

応した戦略的取組の推進」、「持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり基

盤整備の推進」を各分野に共通する重点分野と位置づけて取組を進める。 
 東日本大震災及び原子力発電所事故の状況を踏まえ、復旧・復興に係る施策、放射性物

質による環境汚染対策に取り組む。 

 

② 地球温暖化対策 

平成 23 年に発生した東日本大震災により、国内の原子力発電所は長期間にわたり全面

的に停止しました。これにより、わが国のエネルギーを巡る環境は大きな変化に直面し、

平成 26 年に新たなエネルギー基本計画が決定されました。これに伴い、温室効果ガス削

減目標についても、これまで掲げてきた「2050 年までに 80％、2020 年までに 1990

年比で 25％削減」という目標の見直しが進められ、平成 27 年７月に「2030 年度に 2013

年度比 26％削減」という新たな目標が決定されました。今後、この新たな目標を反映させ

た「地球温暖化対策計画」を策定する予定となっています。 

 

③ 生物多様性 

平成 22 年 10 月、「いのちの共生を未来に」をテーマに、生物多様性条約第 10 回締

約国会議（COP10）が愛知県名古屋市にて開゙催されました。COP10 では、今後 10 年

間に国際社会が取るべき道筋である「戦略計画 2011-2020」（愛知目標）が採択されま

した。この愛知目標を達成するため、国は「生物多様性国家戦略 2012-2020」を平成

24 年 9 月に閣議決定しました。「生物多様性戦略」は、平成 7 年の第一次、平成 14 年

の第二次、平成 19 年の第三次に続くものです。 

「生物多様性国家戦略 2012-2020」は、愛知目標を達成するためのわが国のロードマ

ップを定めたものであり、わが国の国別目標（13 目標）とその達成に向けた主要行動目標

（48 目標）が設定されています。特に、2020 年度までに重点的に取り組むべき施策の

方向性として、「（１）生物多様性を社会に浸透させる」「（２）地域における人と自然

の関係を見直し・再構築する」「（３）森・里・川・海のつながりを確保する」「（４）

地球規模の視野を持って行動する」「（５）科学的基盤を強化し、政策に結びつける」の

５つの基本戦略が盛り込まれました。 
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（２）県の動き 

県は長野県環境基本条例に基づき、環境の保全に関する各種施策を総合的かつ計画

的に推進するため、「第三次長野県環境基本計画」を平成 25 年 2 月に策定しました。

第三次長野県環境基本計画」は平成 25 年度から平成 29 年度までの５年間を計画の期

間としています。そして、計画の基本テーマを「参加と連携で築く豊かな環境・持続

可能な信州」とし、以下の中項目を定めて取り組みを進めています。 

 

① 参加と連携による環境保全 

   ・環境保全活動の推進 ・環境教育の推進 

   ・環境影響評価による環境保全の推進、等 

 

② 地球温暖化対策・環境エネルギー政策の推進 

・エネルギー需要の県民の手によるマネジメント 

・再生可能エネルギーの利用と供給の拡大 

・総合的な地球温暖化対策の推進 

【重点項目】エネルギー消費量の削減／再生可能なエネルギーによる発電設備の拡

大／再生可能な熱・燃料の拡大 

 

③ 循環型社会の形成 

・廃棄物の発生抑制、再資源化の推進 

・廃棄物の適正処理の推進 

【重点項目】廃棄物の発生抑制の推進 

 

④ 水・大気環境の保全 

・水資源の保全と適正な利活用 ・安心安全な水の保全 

・快適な水環境の保全 ・大気環境等の保全 

・化学物質対策 ・放射能対策 

【重点項目】水資源の保全 

 

⑤ 自然環境の保全 

・多様な自然環境の保全 ・自然との豊かなふれあいの確保 

・森林や農山村の多面的機能の発揮 

【重点項目】生物多様性の保全と持続可能な利用の推進 

 

これらの項目に基づき、具体的な施策についての取り組みが進められています。ま

た主要な取り組みについては、数値による達成目標が定められ、取り組みの評価がな

されるようになっています。 
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７ 二酸化炭素排出量推計値算出方法 

二酸化炭素（CO2）の排出量は、エネルギー消費量に CO2 排出係数をかけることで算出しま

す。実際には、エネルギー消費量を正確に把握することは困難なため、様々な統計資料を用いて

須坂市におけるエネルギー消費量を推計して算出しています。 

須坂市全体の CO2 排出量推計値算出に用いるエネルギーの種類を、下の表に示します。 
 

表 CO2 排出量推計値算出に用いるエネルギーの種類 

 
 

それぞれの計算式は次のとおりです。 
 

出典：須坂市地域新エネルギービジョン

（平成 18 年 2 月）p.57
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（１）電力 
① 民生部門の家庭用電力 ＝「市の世帯数」×（「１世帯当たりの電気代(円/年)／エネル

ギー単価(円/kWh)」） 

② 民生部門の業務用電灯 ＝「電灯全体の電力需要」－「家庭の電力需要」 
③ 民生部門の業務用電力 ＝「電力合計」×「長野県の業務用電力比」×「電気の発熱量」 
④ 産業部門と運輸部門の電力 ＝「電力合計」×「長野県の業務以外の電力比」×「電気の

発熱量」 
（２）LPG（プロパンガス）及び都市ガス 

① 民生部門の家庭用ガス需要量 

家庭用 LPG 需要量 ＝「市の LPG 利用世帯数」×「１世帯当たりの LPG 代(円/年)」
／「エネルギー単価(円/kℓ)」 

市内の家庭用都市ガス需要量 ＝ 「須坂市の都市ガスの販売量」×（産業部門構成比） 

② 民生部門の業務用ガス需要量 ＝「家庭用業務 LPG」－「家庭用 LPG の需要量」＋都
市ガス業務部門需要量 

家庭業務用 LPG 需要量 ＝ 「長野県の家庭業務用 LPG の販売量」×「須坂市の世帯

数」×「LPG の割合」／「長野県の世帯数」 
市内の家庭用都市ガス需要量 ＝ 「須坂市の都市ガスの販売量」×（業務部門構成比） 

③ 産業部門のガス需要量 ＝ 「市内の産業用 LPG」＋「市内の産業用都市ガス」 

市内の産業用 LPG 需要量 ＝ 「長野県の工業用 LPG の販売量」×「須坂市の工業出
荷額」／「長野県の工業出荷額」 

市内の業務用都市ガス需要量 ＝ 「須坂市の都市ガスの販売量」×（産業部門構成比） 

④ 運輸部門の LPG 需要量 ＝ 「長野県の自動車 LPG の販売量」×「須坂市の営業用乗用
車数」／「長野県の営業用乗用車数」 

（３）石油 

① 運輸部門の石油（ガソリン） ＝ （「乗用車の保有台数」×エネルギー消費の原単位(kcal)）
＋（「貨物車の保有台数」×「エネルギー消費の原単位(kcal)」） 

② 家庭用灯油 ＝ 「市の世帯数」×（「１世帯当たりの灯油代(円/年)」／「エネルギー単

価(円/ℓ)」） 
③ 業務部門と産業部門の灯油 

業務部門の灯油需要 ＝ 「業務部門の灯油需要」×「産業のエネルギー消費率」／「全

国の事業所数」 
産業部門の灯油需要 ＝ 「業務部門の灯油需要」×「産業のエネルギー消費率」／「業

務のエネルギー消費率」 

④ 市全体の灯油 ＝ 「家庭用灯油需要量」＋「業務用灯油需要量」＋「産業用灯油需要量」 
⑤ 運輸部門の軽油 ＝ （「普通貨物の保有台数」×エネルギー消費の原単位(kcal)）＋（「バ

スの保有台数」×エネルギー消費の原単位(kcal)） 

⑥ 産業部門の軽油 ＝ 「産業部門の軽油エネルギー消費量」×（「須坂市の工業出荷額」
／「全国工業出荷額」） 

⑦ 市全体の軽油 ＝ 「運輸部門の軽油需要」＋「産業部門の軽油需要」 

⑧ 市全体のＡ重油 ＝ 「全国のＡ重油のエネルギー消費量」×（「須坂市の製造業就業者
数＋第３次産業就業者数」）／（「全国の製造業就業者数＋第３次産業就業者数」） 

⑨ 業務・産業部門のＡ重油 

業務部門のＡ重油 ＝ 「市全体のＡ重油のエネルギー消費量」×「業務部門のＡ重油の
エネルギー消費量比」 

産業部門のＡ重油 ＝ 「市全体のＡ重油のエネルギー消費量」×「産業部門のＡ重油の

エネルギー消費量比」 

 
この他、須坂市全体の集計ではごみ焼却によって発生する CO2 を加算しています。 

なお排出係数は「温室効果ガスの排出量算定方法ガイドライン（試案 ver1.5）環境省」を利

用しています。 

各種の統計値は、その時点での最新の数字を用いますが、統計発表のタイミング等により若干

古い数字を用いる場合もあります。 

CO2 排出量推計値算出についての詳しいことは、須坂市役所環境部生活環境課へお問い合わ

せください。 
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８ 用語解説 

 

数字・アルファベット                                 
 
 ３Ｒ（スリーアール・さんアール） 

廃棄物処理とリサイクルにおける優

先順位を表す言葉の頭文字を取った造

語で、Reduce（リデュース：ごみを減

らす）、Reuse（リユース：もう一度使

う）、Recycle（リサイクル：形を変え

て使う）を指す。 

 

 

 ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料） 
菜種油・ひまわり油・大豆油・コー

ン油などの生物由来の油や、各種廃食

用油（てんぷら油など）から作られる

軽油代替燃料（ディーゼルエンジン用

燃料）の総称。燃焼によって CO2 を排

出しても大気中の CO2 総量が増えず、

従来の軽油に混ぜてディーゼルエンジ

ン用燃料として使用できるため、CO2

削減の手段として注目されている。ま

た、従来の軽油と比較して、硫黄酸化

物（SOx）がほとんど出ないという利

点もある。 

 

 

 ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 
水中の有機物が微生物の働きによっ

て分解されるときに消費される酸素の

量のことで、河川の有機汚濁を測る代

表的な指標。環境基準では、河川の利

用目的に応じて類型別に定められてい

る。また水質汚濁防止法（1970 年）

に基づく排水基準が定められている。

BOD が高いと溶存酸素（DO）が欠乏

しやすくなり、10mg/L 以上で悪臭の

発生等がみられる。 

 

 

 ＩＰＣＣ（アイピーシーシー：気候変

動に関する政府間パネル）  
1988 年に世界気象機関（WMO）

と国連環境計画（UNEP）により設立

された組織。人類の活動によって引き

起こされる気候の変化とその影響、適

応策および緩和策について、科学的、

技術的、社会経済的などの見地から包

括的な評価を行うことを目的としてい

る。気候システムおよび気候変化の自

然科学的な根拠について評価を行う第

１作業部会、気候変化に対する社会経

済や自然環境の影響についての評価を

行う第２作業部会、温室効果ガスの排

出削減などについて評価を行う第３作

業部会の３つの作業部会からなる。最

近では、2013 年から 2014 年にかけ

て第５次評価報告書統合報告書を発表

した。 

 

 

 ＳＳ（浮遊物質） 
水中に浮遊または懸濁している直径

2mm 以下の粒子状物質のことで、沈

降性の少ない粘土鉱物による微粒子、

動植物プランクトンやその死骸・分解

物・付着する微生物、下水・工場排水

等に由来する有機物や金属の沈殿物が

含まれる。懸濁物質と呼ばれることも

ある。浮遊物質が多いと透明度等の外

観が悪くなるほか、魚類のえらがつま

って死んだり、光の透過が妨げられて

水中の植物の光合成に影響し発育を阻

害することがある。 

 

 

ア行                                 
 

 アイドリングストップ 
→エコドライブ 

信号待ち、荷物の上げ下ろし、短時

間の買い物などの駐停車の時に、自動

車のエンジンを停止させること。そう

した行動を推奨する運動をさす概念と

しても用いられる。エネルギー使用の

低減、大気汚染物質や温室効果ガスの

排出抑制を主たる目的とし、アイドリ

ングストップ運動という場合もある。5

秒以上停車する際に行うことで、燃費

改善の効果があるとされている。 

 

 

 悪臭防止法 
典型的な感覚公害である悪臭を防止

することを目的として 1971 年に制定

され、その後数回にわたり改正されて

きた。1995 年に人の嗅覚を用いた測

定（いわゆる「官能試験法」）、規制方

法を導入する改正、2000 年に臭気測
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定業務従事者（臭気判定士）の制度を

導入する改正などが行われた。 

悪臭の原因となる典型的な化学物質

を『特定悪臭物質』として規制する方

法、および種々の悪臭物質の複合状態

が想定されることから物質を特定しな

いで『臭気指数』を規制する方法の 2

通りの方法がある。それらが悪臭とし

て環境に支障を与えない程度となるよ

う事業場の敷地境界、排出口からの排

出量、排出水中の濃度・臭気指数を規

制している。違反があれば改善勧告、

改善命令を受け、従わない場合には罰

則が適用される。 

 

 

 一般廃棄物 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（1970 年）の対象となる廃棄物のう

ち、産業廃棄物以外のもの。 

一般家庭から排出されるいわゆる家

庭ごみ（生活系廃棄物）の他、事業所

などから排出される産業廃棄物以外の

不要物（いわゆるオフィスごみなど）

も事業系一般廃棄物として含まれる。

また、し尿や家庭雑排水などの液状廃

棄物も含まれる。 

 

 

 エコファーマー 
環境にやさしい農業として、土づく

りと化学肥料・化学農薬の使用の低減

を一体的に行う農業生産を計画し、県

知事の認定を受けた農業者をいう。エ

コファーマーになると、農業改良資金

の貸付に関する特例措置が受けられる

ほか、導入計画に基づき生産された農

産物に添付するシールや包装容器、チ

ラシや名刺等に「エコファーマーマー

ク」を表示することができる。 

 

 

 エコドライブ 
→アイドリングストップ 

省エネルギー、二酸化炭素や大気汚

染物質の排出削減のための運転技術を

さす概念。関係するさまざまな機関が

ドライバーに呼びかけている。 

主な内容は、アイドリングストップ

を励行し、経済速度の遵守、急発進や

急加速、急ブレーキを控えること、適

正なタイヤ空気圧の点検などがあげら

れる。 

 オープンガーデン 
須坂市では平成 7 年度より市民協働

での「花と緑のまちづくり」事業を行

ってきており、現在では市内に 100 か

所を超える花壇・フラワーロードがつ

くられている。 

平成 17 年度からは個人のお宅の庭

園を開放していただく「信州須坂オー

プンガーデン」を開始し、平成 26 年

度は 50 家庭の協力をいただいている。 

 

 

 温室効果ガス 
地表から宇宙空間に放出する熱を封

じ込める性質を持つ大気中のガス。二

酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、亜

酸化窒素（N2O）､フロンガスなど。

1997 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）で決定された気候変動枠組

条約において排出が規制された温室効

果ガスは以下の６種類。 

①二酸化炭素：化石燃料の燃焼 

②メタン：家畜、水田、廃棄物 

③亜酸化窒素：施肥、工業、アジピ

ン酸製造プロセス、燃料の燃焼 

④ハイドロフルオロカーボン：冷蔵

庫、カーエアコン、半導体洗浄剤 

⑤パーフルオロカーボン：冷蔵庫、

カーエアコン、半導体洗浄剤 

⑥六フッ化硫黄（SF6）：電力用絶縁

物質 

 

 

カ行                                 
 

 外来種 
もともとはそこに分布していなかっ

た生物が、なんらかの要因で分布する

ようになった種。もともといた生物を

駆逐し、生態系に悪影響を与えている

種類も多い。植物のアレチウリ、ハリ

エンジュ（ニセアカシア）、魚のオオク

チバス（ブラックバス）、ブルーギル、

両生類のウシガエル、鳥類のソウシチ

ョウやガビチョウなどは環境省によっ

て飼養、栽培、保管、運搬、輸入とい

った取扱いが規制される「特定外来生

物」に指定している。 
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 化石燃料 
石油、石炭、天然ガスなど地中に埋

蔵されている再生産のできない有限性

の燃料資源。石油はプランクトンなど

が高圧によって変化したもの、石炭は

数百万年以上前の植物が地中に埋没し

て炭化したもの、天然ガスは古代の動

植物が土中に堆積して生成されたもの

というのが定説である。 

現在、人間活動に必要なエネルギー

の約 85％は化石燃料から得ている。化

石燃料は、輸送や貯蔵が容易であるこ

とや大量のエネルギーが取り出せるこ

となどから使用量が急増している。し

かし、化石燃料の燃焼にともなって発

生する硫黄酸化物や窒素酸化物は大気

汚染や酸性雨の主な原因となっている

ほか、二酸化炭素は地球温暖化の大き

な原因となっており、資源の有限性の

観点からも、環境問題解決の観点から

も、化石燃料使用量の削減、化石燃料

に頼らないエネルギーの確保が大きな

課題となっている。 

 

 

 環境基準 
環境基本法（1993 年）の第 16 条

に基づいて、政府が定める環境保全行

政上の目標。人の健康を保護し、およ

び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。 

政府は、公害の防止に関する施策を

総合的かつ有効適切に講ずることによ

り、環境基準の確保に努めなければな

らないとされている。これに基づき、

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音

などに関する環境基準を定めている。

また、これら基準は、常に適切な科学

的判断が加えられ、必要な改定がなさ

れなければならないと規定されている。 

なお、ダイオキシン類に関しては、

ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法

（1999 年）を根拠として、大気汚染、

水質汚濁及び土壌汚染の環境基準が定

められている。 

 

 

 環境保全型農業 
水田などの農地が持つ、国土や環境

の保全などの機能を維持していくため

に、農薬、除草剤、化学肥料などの不

適切な使用をやめ、堆肥などの有機肥

料を利用した土づくりを行う農業。 

 環境マネジメントシステム（EMS: 

Environmental Management 

System） 
組織や事業者が、その運営や経営の

中で自主的に環境保全に関する取り組

みを進めるにあたり、環境に関する方

針や目標を自ら設定し、これらの達成

に向けて取り組んでいく仕組み。世界

的な国際規格は ISO14001 だが、導

入のハードルが低い国内版のエコアク

ション 21（環境省が主導）等がある。 

 

 

 共創 
市民の知恵と力を出し合い行政と協

力し、住みよい活力ある地域を創りだ

していくこと。 

「住んでよかった須坂市」「持続的発

展可能な須坂市」を目指して、地域を

愛し、その豊かな未来を自らの発想で

自立的に切り開こうとする市民の熱意

と、新しい須坂の時代を拓こうとする

行政の力が融合し、持ち味を生かした

地域コミュニティを創ること。須坂市

では、第四次総合計画策定からこの理

念に基づいたまちづくりを進めている。 

 

 

 グリーンカーテン 
→壁面緑化 

ヘチマやゴーヤなどツル性の植物で

作る自然のカーテンのこと。ベランダ

や軒下に生育させることで、真夏の暑

い日差しを避け、エアコンなど冷房費

削減につながることが期待される。実

のなる植物を植えれば、野菜を収穫で

きるだけでなく、環境教育や環境学習

にも活用できる。 

 

 

 景観育成住民協定 
県の景観条例に基づく制度で、協定

地区ごとに、建築物や広告物などにつ

いて基準を設けている。景観形成住民

協定ともいう。 

 

 

 景観計画 
景観法（2004 年 6 月制定、12 月

施行）の規定に基づき、景観行政団体

（地方自治法上の指定都市、中核市、

又は都道府県等）が良好な景観の保

全・形成を図るため定めた計画。 
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景観法の基本となる仕組みであり、

①景観計画区域、②景観計画区域にお

ける良好な景観の保全・形成に関する

方針、③良好な景観の保全・形成のた

めの行為の制限に関する事項、④景観

重要建造物・樹木の指定の方針等を定

めることとされている。 

 

 

 景観行政団体 
景観法に基づく諸施策を実施する行

政団体。都道府県と政令指定都市、中

核市は、自動的に景観行政団体になり、

その他の市町村は知事との協議・同意

により景観行政団体になることができ

る。景観行政団体になることにより、

景観法を活用した独自の景観政策を展

開することができる。 

 

 

 下水道普及率と水洗化率 
普及率は、下水道が整備されて全体

の人口のうちどのくらいの人が下水道

を使えるようになったかの割合。水洗

化率は、下水道を使える地域の人口の

うちどのくらいの人が水洗化したかの

割合。 

 

 

サ行                                 
 

 最終処分場 
廃棄物の最終処分（埋め立て処分）

を行う場所。廃棄物は、リサイクル・

リユース（再使用）される場合を除き、

最終的には埋め立てか海洋投棄される。

最終処分は埋め立てが原則とされてい

る。最終処分場については、構造基準

と維持管理基準が定められている。 

最終処分場は、埋め立て処分される

廃棄物の環境に与える影響の度合いに

よって、有害物質が基準を超えて含ま

れる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さ

いなどの有害な産業廃棄物を埋め立て

る「しゃ断型処分場」、廃棄物の性質が

安定している廃プラスチック類などを

埋め立てる「安定型処分場」、しゃ断型、

安定型の処分場の対象外の産業廃棄物

と一般廃棄物を埋め立てる「管理型処

分場」の 3 種類に分けられる。 

 

 

 

 再生可能エネルギー 
有限で枯渇のおそれがある石油・石

炭などの化石燃料や原子力と対比して、

自然環境の中で繰り返し起こる現象か

ら取り出すエネルギーの総称。 

具体的には、太陽光や太陽熱、水力

（ダム式発電以外の小規模なものを言

うことが多い）や風力、バイオマス（持

続可能な範囲で利用する場合）、地熱、

波力、温度差などを利用した自然エネ

ルギーと、廃棄物の焼却熱利用・発電

などのリサイクルエネルギーを指し、

いわゆる新エネルギーに含まれる。 

化石燃料や原子力エネルギーの利用

は、大気汚染物質や温室効果ガスの排

出、また廃棄物の処理等の点で環境へ

の負荷が大きいことから注目されはじ

めた。一方で、エネルギー密度が低く、

コスト高や不安定性、また現在の生活

様式を継続する中でエネルギー需要を

まかないきれるものではないなどの欠

点もある。 

 

 

 産業廃棄物 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（1970 年）により定められている、

事業活動に伴って発生する特定の廃棄

物。多量発生性・有害性の観点から、

汚染者負担原則に基づき排出事業者が

処理責任を有するものとして現在 20

種類の産業廃棄物が定められている。

うち、特定の事業活動に伴って発生す

るものに限定される品目が 7 種類（業

種限定産業廃棄物）ある。産業廃棄物

以外を一般廃棄物と呼び、処理責任は

市町村とされている。 

 

 

 指定文化財 
人類の文化的活動によって生み出さ

れた有形・無形の文化的所産のこと。

文化財保護法に基づき国が指定するも

のと、文化財保護条例等に基づき地方

自治体が指定するものがある。 

文化財保護法では、次の 6 つに分類

している。 

①有形文化財：建造物、絵画、彫刻、

工芸品、書跡、典籍、古文書等の

有形の文化的所産で、歴史上又は

芸術上価値の高いもの。 

②無形文化財：演劇、音楽、工芸技

術等の無形の文化的所産で、歴史
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上又は芸術上の価値の高いもの。 

③民俗文化財：衣食住、生業、信仰、

年中行事等に関する風俗慣習、民

俗芸能、民俗技術及びこれらに用

いられる衣服、器具、家具等の物

件で国民の生活の推移の理解のた

めに欠くことのできないもの。 

④記念物：貝づか、古墳、都城跡、

城跡、旧宅等の遺跡で、歴史上又

は学術上の価値の高いもの。庭園、

橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝

地で芸術上または鑑賞上の価値の

高いもの。動物、植物、地質鉱物

で学術上の価値の高いもの。 

⑤文化的景観：地域における人々の

生活または生業および当該地域の

風土により形成された景観地で国

民の生活または生業の理解のため

欠くことのできないもの。 

⑥伝統的建造物群：周囲の環境と一

体をなして歴史的風致を形成して

いる伝統的な建造物群で価値の高

いもの。 

 

 

 臭気指数規制 
従来までの特定悪臭物質濃度による

規制は、悪臭防止法に定められた 22

物質のそれぞれの濃度を測定する方式

であった。しかし、においはほとんど

の場合、様々な物質が混合した複合臭

として存在しており、従来の方法では、

約 40 万種あると言われている、多種

多様なにおいには対応できなかった。 

臭気指数規制は、人間の嗅覚を用い

てにおいの程度を評価するため、にお

いを全体としてとらえることができ、

物質濃度による規制では、補完できな

い複合臭や未規制物質によるにおいに

も対応できるという特徴がある。 

また、人間の嗅覚を用いて測定する

方法のため、苦情の被害感と一致しや

すく、苦情処理を行うのに優れた方法

であるといえる。 

 

 

 新エネルギー 
→再生可能エネルギー 

 

 

 振動規制法 
振動規制法に基づき都道府県知事

（市の区域内は市長）が指定した地域

内では、金属加工機械や土石の破砕機

等の著しい振動を発生する施設（「特定

施設」という）を設置している工場・

事業場は、敷地境界線で振動の許容限

度（規制基準）を守らなければならな

いこととなっている。 

規制基準値は、良好な住居の環境を

保全する地域かどうか等を考慮して分

類された地域の種類及び時間帯ごとに

定められている。 

 

 

 水質汚濁に係る環境基準 
環境基本法（1993 年）に基づくも

ので、前身の公害対策基本法（1967

年）に基づいて、人の健康保護と生活

環境保全のために維持することが望ま

し い基準 とし て定め られ たもの 。

1970 年に閣議決定され、翌 71 年に

旧環境庁より告示された後、数次にわ

たり改正されている。 

この環境基準では、人の健康の保護

に関する環境基準 （健康項目）と、生

活環境の保全に関する環境基準（生活

環境項目）が別々に定められている。

健康項目では、27 項目にわたり基準値

及び測定方法が決められている。生活

環境項目では、利用目的に応じて設け

られたいくつかの水域類型ごとに基準

値を定めるにとどめ、都道府県知事が

具体的な個々の水域の類型を決定する

仕組みを取っている（類型あてはめ）。 

 

 

 須坂市地域新エネルギービジョン 
（平成 18（2006）年） 

私たちの生活に欠かせない電気や熱

などのエネルギーは、主に石油などの

化石燃料から作られているが、資源に

は限りがある。また、排出される温室

効果ガスは地球温暖化という世界規模

の問題を引き起こしており、豊かな環

境を守り次世代へ引き継ぐためには、

新たなエネルギー源の導入や、一人ひ

とりが省エネ活動に取り組む必要があ

る。 

これらを踏まえ、市では、太陽・風・

水など自然の力を活用した新エネルギ

ーの導入や普及啓発を図るための指針

として、平成 18 年 2 月に「須坂市地

域新エネルギービジョン」を策定した。 
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 須坂市を清潔で美しくする条例 
（平成 16（2004）年） 

須坂市では不法投棄監視パトロール

員や市民からの通報により、平成 26

年度は 77 件の不法投棄を確認しまし

た。また、河川、空地、山林等への不

法投棄が後を絶たないこと。空き缶や

たばこの吸殻等のポイ捨て、犬、猫の

ふん害などの苦情も多く寄せられてお

り、これらの行為を防止し、美しいま

ちづくりを推進するため、罰則等を含

め、一層の市民の意識の向上と市民と

の共創により環境美化活動の活性化を

図ることを目的に平成 16 年 4 月条例

を制定しました。 

 

 

 生活環境項目 
環境基本法（1993 年）に基づいて

定められている水質の環境基準のひと

つ。 

水質環境基準には、人の健康の保護

に関する基準（健康項目）と生活環境

の保全に関する基準（生活環境項目）

の 2 つがある。健康項目は全国一律の

基準であるが、生活環境項目について

は、河川、湖沼、海域の各公共用水域

について、水道、水産、工業用水、農

業用水、水浴などの利用目的に応じて

設けられたいくつかの水域類型ごとに

基準値が定められており、具体的な水

域への類型あてはめは都道府県知事が

決定する仕組みになっている（類型あ

てはめ）。 

生活環境を保全するうえで維持する

ことが望ましい基準として具体的には、

pH、BOD、COD、SS、DO、ノルマ

ルヘキサン抽出物質、大腸菌群数、全

窒素、全燐等の基準値が設定されてい

る。 

 

 

 生物多様性 
もとは一つの細胞から出発したとい

われる生物が進化し、今日では様々な

姿・形、生活様式をみせている。この

ような生物の間にみられる変異性を総

合的に指す概念であり、現在の生物が

みせる空間的な広がりや変化のみなら

ず、生命の進化・絶滅という時間軸上

のダイナミックな変化を包含する幅広

い概念。 

生物多様性条約など一般には、 

①様々な生物の相互作用から構成さ

れる様々な生態系の存在＝生態系

の多様性 

②様々な生物種が存在する＝種の多

様性 

③種は同じでも、持っている遺伝子

が異なる＝遺伝子の多様性 

という 3 つの階層で多様性を捉え、

それぞれ保全が必要とされている。 

生物多様性の保全は、食料や薬品な

どの生物資源のみならず、人間が生存

していく上で不可欠の生存基盤（ライ

フサポートシステム）としても重要で

ある。反面、人間活動の拡大とともに、

生物多様性は低下しつつあり、地球環

境問題のひとつとなっている。 

 

 

 石油代替エネルギー 
→再生可能エネルギー 

石炭や自然エネルギーなど石油に替

えて利用できるエネルギーの総称。 

 

 

 騒音規制法 
騒音規制法（１９６８年）は、金属

加工機械や土石の破砕機等の施設（「特

定施設」という）や建設工事（「特定建

設作業」という）に伴い発生する騒音

に関する必要な規制規準及び自動車騒

音に関する許容限度を定めている。 

騒音の規制については、都道府県知

事（市の区域内は市長）が、必要と認

め指定した規制地域について、昼間、

夜間その他の時間の区分及び区域の区

分ごとに基準を定めることとしている。

規制地域内の「特定施設」を有する工

場・事業場では、敷地境界線で騒音の

規制規準を遵守しなければならない。 

 

 

タ行                                 
 

 大気汚染に係る環境基準 
環境基本法（1993 年）に基づく基

準で、前身の公害対策基本法（1967

年）に基づいて、生活環境を保全し人

の健康の保護に資する上で維持される

ことが望ましい大気汚染に関わる基準

として定められたもの。短縮して「大

気環境基準」と呼ぶこともある。 

1969 年に初めて硫黄酸化物の環境

基準が定められたのち、数次に渡る追
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加・改正がなされて現在に至っている。 

2010 年 2 月現在、二酸化硫黄

（SO2）、一酸化炭素（CO）、浮遊粒子

状物質（SPM）、光化学オキシダント､

二酸化窒素（NO2）、ベンゼン､トリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン､

ジクロロメタン、微小粒子状物質につ

いて、環境基準が設定されている。 

これらの物質はいずれも呼吸器を通

じて人体内に取り込まれた場合に起こ

りえる影響から人の健康を維持するた

めの基準として定められている。 

なお､ダイオキシン類に関しては､

「ダイオキシン類対策特別措置法」

（1999 年）に基づいて大気の汚染に

係る環境基準が設定されている。 

 

 

 太陽光発電 
自然エネルギーを利用した発電方式

のうち、太陽光を利用した発電方式を、

太陽光発電という。 

太陽エネルギーの利用には、熱を利

用する温水器のシステムと、太陽電池

を使い、太陽光を電気に変換して利用

する太陽光発電があり、これらは区別

して理解する必要がある。太陽光発電

は電力に変換するため、汎用性が高く、

また、太陽光さえ得られればどこでも

発電できるというメリットを持つため、

早くから注目されてきた。 

 

 

 地球温暖化 
人間の活動の拡大により二酸化炭素

（CO2）をはじめとする温室効果ガス

の濃度が増加し、地表面の温度が上昇

すること。 

通常、太陽からの日射は大気を素通

りして地表面で吸収され、そして、加

熱された地表面から赤外線の形で放射

された熱が温室効果ガスに吸収される

ことによって、地球の平均気温は約

15℃に保たれている。仮にこの温室効

果ガスがないと地球の気温は-18℃に

なってしまうといわれている。 

ところが、近年産業の発展による人

間活動により、温室効果ガスの濃度が

増加し、大気中に吸収される熱が増え

たことで、地球規模での気温上昇（温

暖化）が進んでいる。海面上昇、干ば

つなどの問題を引き起こし、人間や生

態系に大きな影響を与えることが懸念

されている。 

温室効果ガスの濃度上昇の最大の原

因は、石炭、石油等の化石燃料の燃焼

であり、さらに大気中の炭素を吸収貯

蔵する森林の減少がそれを助長してい

る。 

 

 

 特定建設作業 
騒音規制法（1968 年）および振動

規制法（1976 年）に基づいて指定さ

れた、著しい騒音や振動を発生する建

設作業をいう。 

騒音規制法では、くい打ち機や削岩

機等を使用する作業等の 8 種類の作業

が、また、振動規制法では、くい打ち

機、ブレーカーを使用する作業等の 4

種類の作業が指定されている。 

騒音規制法や振動規制法に基づき指

定された指定地域内では、このような

作業を含む建設工事を実施する場合に

は事前に市町村長に届出が必要となる

などの規制がなされている。 

 

 

 特定施設 
一般に公害対策、環境対策のために

発生源に対してある種の規制を行う場

合、その対象となる発生源･施設は限定

され明示されることとなる。法令上、

これらの施設を「特定施設」と呼ぶこ

とが多い。 

騒音規制法（1968 年）及び振動規

制法（1976 年）の例では、著しい騒

音や振動を発生する施設が特定施設と

して指定されている。騒音規制法では、

金属加工機械、空気圧縮機等の 11 種

類の施設が、また、振動規制法では、

金属加工機械、破砕機等の 10 種類に

施設が指定されている。 

このような特定施設を設置している

工場・事業場を特定工場と言い、騒音

規制法や振動規制法に基づき指定され

た指定地域内に存在する特定工場に対

しては、騒音や振動の規制基準を遵守

すること等の規制がなされている。 

 

 

ハ行                                 
 

 バイオマス燃料 
バイオマス（再生可能な生物由来の

有機性資源）から作る燃料のこと。代

─ 104 ─



 

 - 105 -

表的なものとしては、薪、木炭、ごみ

固形燃料（RDF）、木質ペレット、バイ

オエタノール、バイオガス、バイオデ

ィーゼル燃料（BDF）などがある。 

理論的には大気中のCO2を取り込ん

だ植物から作り、これを燃焼させて

CO2 として排出するので石油や石炭と

違い大気中のCO2濃度を増加させない

燃料として、地球温暖化対策に有力と

いわれている。しかしながら、厳密に

は、製造プラントの建設や運転、輸送

の過程で CO2 が排出され、また、生産

農地を確保するために森林を伐採する

ことになればさらに地球温暖化対策に

マイナスとなるため、広い視野で比較

評価すべきとの指摘もある。 

 

 

 微小粒子状物質（PM２.５） 
大気中に浮遊している２.５μm（１

μm は１㎜の千分の１）以下の小さな

粒子のことで、従来から環境基準を定

めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質

（SPM：10μm 以下の粒子）よりも

小さな粒子である。 

PM２.５は非常に小さいため（髪の

毛の太さの１/30 程度）、肺の奥深くま

で入りやすく、呼吸系への影響に加え、

循環器系への影響が心配されている。 

 

 

 フードマイレージ 
1994 年に英国の消費者運動家ティ

ム・ラング氏が提唱したといわれる考

え方(元の用法は、Food Miles)。輸入

食糧の総重量と輸送距離を掛け合わせ

たものである。食料の生産地から食卓

までの距離が長いほど、輸送にかかる

燃料や二酸化炭素の排出量が多くなる

ため、フードマイレージの高い国ほど、

食料の消費が環境に対して大きな負荷

を与えていることになる。 

 

 

 浮遊粒子状物質（SPM） 
大気汚染物質の一つであり、大気中

に浮遊している微粒子。環境基本法

（1993 年）に基づいて定められる環

境基準では、粒径 10μm 以下のもの

と定義している。主な発生源は、工場

のばい煙、自動車排ガスなどであるが、

火山や森林火災などの自然由来のもの

もある。粒子の大きさによって、粒径

により呼吸器系の各部位へ沈着し人の

健康に影響を及ぼす。 

 

 

ヤ行                                 
 

 容器包装リサイクル法 
家庭から一般廃棄物として排出され

る容器包装廃棄物のリサイクルシステ

ム を構築 する ことを 目的 として 、

1995 年に制定された法律であり、正

式には「容器包装に係わる分別収集及

び再商品化の促進等に関する法律」と

いう。 

この法律の特徴は、従来は市町村だ

けが全面的に責任を担っていた容器包

装廃棄物の処理を、消費者は分別して

排出し、市町村が分別収集し、事業者

（容器の製造事業者・容器包装を用い

て中身の商品を販売する事業者）は再

商品化するという、3 者の役割分担を

決め、3 者が一体となって廃棄物の削

減に取り組むことを義務づけたことに

ある。 

容器包装リサイクル法の対象となる

ものは、1997 年４月の一部施行時は、

ガラス製容器、飲料またはしょうゆを

充填するためのペットボトル、飲料用

紙パック（アルミニウムが利用されて

いるものを除く）等であり、2000 年

４月からはペットボトル以外 のプラ

スチック製容器包装、飲料用紙パック

以外の紙製容器包装が加わった。 

 

 

ラ行                                 
 

 レッドデータブック 
絶滅のおそれがある生物について記

載した本。開発などで環境の改変が行

われる場合、レッドデータブックに記

載されている種について配慮が求めら

れることが多い。 

IUCN（国際自然保護連合）が 1996

年に初めてリストを作成し、以降各国

や各地域において作成されている。国

内では、環境省や自治体などが発行し

ており、県内では長野県や長野市など

のいくつかの自治体で発行されている。 
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出典・参考： 

「EIC ネット－環境用語集」 

http://www.eic.or.jp/ecoterm/ 

 

「緑の goo－環境用語集」 

http://www.goo.ne.jp/green/business/word/ 

 

「長野県ホームページ」 

http://www.pref.nagano.lg.jp 

 

「未来に伝えよう文化財～文化財行政のあらまし」文化庁パンフレット 
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