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環境省東北地方環境事務所 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町３－２－２３ 

   仙台第２合同庁舎 

電話:022 (722) 2870 (代表)  

FAX :022 (722) 2872  

電子メール: REO-TOHOKU@env.go.jp 

（リサイクル、有害廃棄物輸出入関係、地球

温暖化対策、石綿健康被害等に関すること） 

電子メール: TOHOKU@env.go.jp 

（国立公園、エコツーリズム、自然再生、野

生生物、外来生物等に関すること） 

平成 22 年１２月 1 日 
 第 １６   号 

東北地域における環境問題の取組と東北地方環境事務所の活動内容を紹介しています。 

 
みちのく環境だより 

環境省東北地方環境事務所 http://tohoku.env.go. jp  染まる十和田湖 

一般に、太陽光、風力、バイオ

マスなどの自然エネルギーにより

発電した電力をグリーン電力と呼

んでいます。石油などの化石燃料

による発電では発電時に二酸化炭

素が発生しますが、グリーン電力

の場合は、二酸化炭素が発生しま

せん。こうしたことから、グリー

ン電力には電気そのものの価値の

他に、省エネルギーや二酸化炭素

の排出抑制といった「環境価値」

も合わせて持っています。 

八戸市では、平成 22年 3月､同

市の下水処理施設に設置している

バイオガスエンジン（汚泥から出

るメタンガスを燃料にして発電）

をグリーン電力発電設備としてグ

リーンエネルギー認証センターの

認定を受けて以降、グリーン電力

であるバイオガスエンジンで発電

した電気そのものは市庁舎で使用

する一方で、「環境価値」部分は

証書化して販売する、グリーン電

力証書普及促進事業に取り組んで

います。 

～八戸市グリーン電力証書普及

促進事業について 
（青森県八戸市） 

また、本年 10 月には、同下水

処理施設等に設置している太陽光

発電設備もグリーン電力発電設備

として認定を受け、合わせて

620kW の設備容量となりました。 

グリーン電力証書は、事業所や

店舗がこれを購入した場合は、

「商品の製造やサービスの提供に

「グリーン電力」を使用したとみ

なすことができ、環境に配慮した

事業運営や製品、サービスをＰＲ

することができます（八戸市ＨＰ

より）」。 

 近年では、会議、イベントなど

の開催に係るカーボン・オフセッ

トの取組として、グリーン電力証

書がしばしば活用されるなど、注

目が高まっています。 

同市では、グリーン電力証書を

購入された方を市のホームページ

で紹介するなどして普及促進に努

め、昨年度からの証書の販売実績

は、16,000kWh になりました。 

 

バイオガスエンジン 

 同市は「今後もグリーン電力証

書の発行を通じ、環境に配慮した

経営やイベントの開催、カーボ

ン・オフセットの考え方や新エネ

ルギーの活用についてＰＲして参

ります」ということです。 

地 域 の 取 組 紹 介  

証書サンプル 
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磐梯山憲章宣言式 

幸さん（俳優）によるトーク

ショー、地元で活躍するりんご

娘、タカチャ＆ソニアによるトー

ク＆ミニライブ、Mr．マサックに

よるエコ科学実験パフォーマンス

のほか、３Ｒのまなびやでは、り

んご娘さんなど３組が講師となっ

て“３Ｒまなびあいブック”を教

材にした風呂敷包み講座などが開

かれ、楽しく３Ｒを学びました。 

～「磐梯山憲章」を制定 
(福島県猪苗代町、 

磐梯町、北塩原村） 

磐梯朝日国立公園指定 60 周年に

合わせ、磐梯山周辺の猪苗代町、

磐梯町、北塩原村が制定を進めて

きた「磐梯山憲章」の宣言式がこ

の度行われ、磐梯山の自然保護と

適正な観光の利用の推進に向けて

地域の思いをこの地から発信する

とともに美しい自然環境をこれか

らも守り伝えて行く決意が宣言さ

れました。 

【磐梯山憲章】 

  平成 22年 9月 21 日宣言 

一、磐梯山の自然、歴史、文化を

学び、よく知ろう。 

一、磐梯山の恵みに感謝し、活か

し、人との共生を図ろう。 

一、磐梯山の自然環境を守り、適

正な利用に努めよう。 

一、磐梯山に畏敬の念と誇りを持

ち、後世に継承しよう。 

一、磐梯山のために、一人一人が

自ら考え行動しよう。 
 

磐梯山周辺観光推進連絡協議会

の北塩原村長は「磐梯山は一つと

云う共通の認識の下で三町村がさ

らに一体となって磐梯山周辺の貴

重な自然や景観、歴史や文化を広

く国内外に向けて発信していく」

と挨拶され、憲章を構成する五つ

の条文が読み上げられた。 

今後は制定をきっかけに磐梯山

の自然を守り、適正に利用されて

いくことが期待されます。なお、

憲章の条文は協議会が発行する磐

梯山登山地図に掲載するほか、登

山口周辺の看板に掲示をして、自

然保護と適正な観光利用に向けた

思想の啓蒙普及に活用されていく

こととなっています。 

また、現在、磐梯山のトイレ問

題を解決するために、入山前・下

東北地方環境事務所は、11 月６

日(土)に弘前市において、「もっ

たいない・あおもり３Ｒ推進弘前

大会」（同実行委員会主催）を、

「第２回もったいない・あおもり

県民運動推進フォーラム」（同推

進会議主催）と共同開催し、約６

００人の皆さんが来場されまし

た。 

また、展示ブースでは、青森県、

弘前市、青森県内の３Ｒに取組む

企業、学校、ＮＰＯ等の活動が紹

介され、青森らしくホタテの貝殻

を利用した路盤材や白神の天然水

とりんごをコラボしたりんご水な

どが紹介されました。この他、第

二管区海上保安本部の漂着ゴミの

写真パネルや未来に残そう青い

海・図画コンクール入賞作品の展

示、当事務所のチャレンジ２５の

受付及びＣＯＰ10 の紹介等の展示

も行い、終日、多くの方々で賑わ

いました。 

 

事  業  紹  介

～「もったいない・あおもり

３Ｒ推進弘前大会」開催結果 
(青森県弘前市） 

開会式 テープカット 

 

りんご娘と３Ｒまなびやの生徒さん 

展示ブース、当事務所

のチャレンジ２５ 

山後のトイレ利用促進や携帯トイ

レの導入･普及啓発などについて、

関係機関による検討が行われてい

ます。 

憲章の精神を踏まえ、今後と

も、地元３町村の住民の方々はも

とより、全国から磐梯山を訪れる

観光客・登山者の理解と協力を得

つつ、“宝の山”としての環境を

守っていきたいと考えています。 

メインステージでは、金八先生

の大森巡査役で活躍された鈴木正 
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本大会では、ごみの排出抑制のた

め、けの汁の振る舞いやスタッフ

の弁当等まで、会場内で使用する

食器類は一切使い捨て容器を使用

しませんでした。また、来場者に

マイ食器・マイ箸の持参を呼びか

けたところ、約４割の方が持参し

てくれました。このため、ごみ回

収ステーションで回収したごみ

は、ほとんどが飲料水の缶やペッ

トボトル等で、回収量もレジ袋１

袋程度という、驚くべき効果を上

げました。 

本大会が、来場者ひとり一人がラ

イフスタイルを見直し、さらに３

Ｒへの取組につなげるきっかけに

なったことと思います。 

～「未来に残そう青い海・ 
図画コンクール表彰式」 

(山形県三川町） 

東北地方環境事務所は、今年度

から、第二管区海上保安本部との

連携協力の一環として、第１１回

未来に残そう青い海・図画コン

クールに環境省東北地方環境事務

所長賞を新設しました。１０月下

旬には、厳正な審査の結果、３名

の受賞者が決定しました。 

表彰式は、受賞者の地元の海上

保安部署ごとに実施され、当事務

所長賞受賞者への伝達は、11 月 14

日(日)に山形県三川町(酒田海上保

安部管内)で開催され、鳥海南麓自

然保護官事務所の大木自然保護官

が小林所長の代理として出席し、

祝辞の代読及び表彰状の伝達を行

いました。 

また、11 月 21 日(日)に秋田海

上保安部で、秋田自然保護官事務

所の宮田自然保護官が出席し、

さらに、11 月 28 日(日)には青森

市で、十和田自然保護官事務所の

福井首席自然保護官が出席して表

彰式が実施されました。 

表彰状を授与する大木自然保護官 

 
自 治 体 か ら の 寄 稿  

１．事業概要 

 青森市は平成１７年４月、旧青

森市と旧浪岡町の合併により誕生

し、平成１８年１０月１日、全国

で３７番目、青森県内では初の中

核市となっています。 

 市の人口は約３０万人、面積は

約８２４ｋ㎡の都市で、青森の名

のとおり面積の７割強を林野が占

め、世界的にも有数の豪雪都市で

す。 

 本市では、平成２１年２月に、

市域における温室効果ガス排出量

や太陽光・風力など新エネルギー

の賦存量・利用可能量などの基礎

調査を行うとともに、新エネル

ギー等の導入・普及のための施策

をまとめた「青森市地域新エネル

ギー・省エネルギービジョン」を

策定し、2030 年までに温室効果ガ

ス排出量を 2005 年比で 30％削減

することを目標に掲げています。 

  そのなかの重点プロジェクトの

一つである「BDF 利活用モデル事

業」を紹介したいと思います。 

市では、平成２１年度、資源の 

～青森市におけるＢＤＦ利活

用モデル事業 
(青森県青森市） 

有効活用及び環境負荷の低減策の

ひとつとして、家庭から排出され

る使用済み天ぷら油を回収し、バ

イオディーゼル燃料として市のご

み収集車に活用するモデル事業を

実施し、廃食用油の回収量やＢＤ

Ｆ車両への影響などを検証しまし

た。 

ＢＤＦを使用したごみ収集車 

具体的には、市民センター２箇

所に廃食用油回収箱を設置し、市

のごみ収集車２台にＢＤＦを使用

するもので、その実施にあたって

は、広報誌やテレビ広報などで市

民に協力を呼びかけました。 

また、廃食用油の回収とＢＤＦ

の製造については、市内でＢＤＦ

事業に積極的に取り組んでいた株

式会社西田組へ業務を委託しまし

た。 

開始当初は市民の協力が得られ

るのか、また、車が故障しないの

かなど不安と心配だらけでした

が、結果は回収量が思いのほか多

く、車両のトラブルもなく、さら

に市民からは回収場所を増やして

欲しいなどの要望があり、市民の

本事業に対する関心の高さに驚き

ました。 

２年目である今年度は、市民か

らの要望などを踏まえて、市民セ

ンター等１２箇所で年間回収と

し、ごみ収集車など公用車も５台

に増やすなど事業を拡充し、さら

に株式会社マエダの協力により市

内のスーパー４店舗にも回収箱を

設置することができました。 
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職 場 紹 介  
～羽黒自然保護官事務所 

羽黒自然保護官事務所では今年

公園指定 60 周年を迎えた磐梯朝

日国立公園の出羽三山・朝日地域

と飯豊地域の山形県・新潟県側及

び国指定鳥獣保護区である大鳥朝 

日、大山上池・下池の管理を自然

保護官１名と自然保護官補佐１名

の２名で担当しています。 

 山岳信仰の霊山として名高い出

羽三山、原始性の高い豊かな自然

が今なお残る朝日連峰と飯豊連

峰、市民の憩いの場としても機能 

している大山上池・下池など全く

性質の異なる自然環境の保全に取

り組んでいるほか、公園利用の拠

点として月山ビジターセンターや

羽黒キャンプ場、鷹ノ巣キャンプ

場の整備も行っています。 

近年では登山利用に起因すると

みられる登山道の侵食や拡幅によ

る登山道周辺の植生荒廃への懸念

から、国立公園としての適正な利

用を図りつつ貴重な自然環境を保

全するため、各連峰に関する自然

保護関係者、山岳団体、行政機関 

そのため、市・スーパー・事業

者それぞれの役割分担を明確にす 

るため、「ＢＤＦ利活用モデル事

業に関する協定」を３者間で締結

し、ＢＤＦ利用促進に向けた取り

組みを図ることとしました。 

行 事 案 内

書 籍 紹 介

 

～白神山地世界遺産地域科学委

員会設置記念シンポジウム 
「みんなで学ぼう白神山地！ 

かがく委員会ってなぁに？」 
                   (青森県弘前市） 

 

～たくさんのふしぎ 
2010 年 12 月号 

「ハクチョウの冬ごし」 

12 月 12 日(日)13：00～16：00 に

弘前市総合学習センターにおい

て、シンポジウムを開催します。 

小学校３～４年生を対象にした

月刊誌「たくさんのふしぎ」12 月

号で、写真家太田威さんによる

「ハクチョウの冬越し」が刊行さ

れました。(出版元:福音館書店) 

 平成 20 年 10 月にラムサール条

約に登録された国指定鳥獣保護区

大山上池・下池という２つの池を

中心に、20年以上にわたって観察 

し続けたハクチョウの越冬生活の

記録が、太田さんの撮影された美

しい写真とともに 40 ページにわ

たって紹介されています。 

 

市・事業者・スーパーの３者による協

定締結式(平成 22 年 4 月 26 日) 

今後は、市民だけではなく事業

者に対するＢＤＦ利用促進に向け

たＰＲ活動を行うとともに、より

一層の普及を図っていくための協

議会設立を検討していきたいと考

えています。 

そして、市内で天ぷら油のにお

いがするＢＤＦ車両を目にする機

会が多くなることを夢見て、市

民・事業者の皆さんと一緒に地球

温暖化防止に取り組んでいきたい

と思います。 

（青森市環境部環境政策課） 

「かがく委員会ってなんだろ

う」、「白神山地にはどんな価値

があるのだろうか？」など、科学

委員会のメンバーが分かりやすく

紹介いたします。ぜひお気軽にお

越しください！ 

(入場無料、事前申込不要) 
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月 日  時   間 業 務 予 定 内 容  場  所  等  担 当 課 等  

12.2 
9:30～

11:30 

第２回地域循環圏

東北協議会 

東北地域における地域循環圏の構築を推進す

るための協議会 

仙台ガーデンパレス

(仙台市) 

廃棄物・リサイクル

対策課(田村) 

12.3 
10:00～

14:30 

網張の森初冬の自

然観察会 

初冬の網張温泉周辺の森を探勝して、冬を迎え

た木の芽や動物の様子を観察する。 
網張ビジターセンター 

盛岡自然保護官事

務所 (田村) 

12.10 
13:00～

17:00 

平成 22 年度第 3

回不法投棄等対策

セミナー 

不法投棄対策担当者の現場対応ノウハウの蓄

積及び現場対応能力の向上を図るためのセミ

ナー 

仙台第二合同庁舎２

階大会議室(仙台市) 

廃棄物・リサイクル

対策課(前田) 

12.12 
13:00～

16:00 

白神山地世界遺産

地域科学委員会設

置記念シンポジウ

ム「皆で学ぼう白神

山地！かがく委員

会ってなぁに？」 

「かがく委員会ってなんだろう？」「白神山地には

どんな価値があるんだろう？」今年６月に誕生し

た科学委員会のメンバーが楽しく教えてくれま

す。参加費無料、お気軽にお越しください。 

弘前市総合学習セン

ター多目的ホール 

（青森県弘前市） 

西目屋自然保護官

事務所 (山崎) 

12.18 
9:00～

15:00 

自然歩道ウォーキ

ング～陸中海岸国

立公園～ 

落葉した自然歩道からの景色は新しい発見の

連続。そんな自然歩道を歩き、寒さを吹き飛ば

す 

岩手県宮古市姉ヶ崎

～浄土ヶ浜 

宮古自然保護官事

務所 (深谷) 

12.19 
10:00～

14:40 

網張の森雪上自然

観察会 

雪上から網張温泉周辺の森を探勝して、冬を迎

えた木の芽や動物の様子を観察する。 
網張ビジターセンター 

盛岡自然保護官事

務所 (田村) 

12.19 
9:00～

15:00 

白神山地の恵みを

生かしたクラフトや

食文化体験 

白神の自然の素材を利用したクラフトを作りや

白神山地の里地の人々の食文化を体験しよう。 

白神山地世界遺産セ

ンター西目屋館 

西目屋自然保護官

事務所 （山崎） 

12:23～

12.26 

10:00～

13:00 

網張の森ミニ自然

観察会 

雪上から網張温泉周辺の森を探勝して、冬を迎

えた木の芽や動物の様子を観察する。 
網張ビジターセンター 

盛岡自然保護官事

務所 (田村) 

1.9 
9:40～

14:30 

鞍掛山冬の自然観

察会 

スノーシューを履いて厳しい冬を乗り切るために

アカマツ林、カラマツ林、ミズナラ林で見られる

動植物たちの生き延び戦略を観察。 

相の沢登山口～鞍掛

山山頂 

盛岡自然保護官事

務所 (田村) 

1.12 
13:30～ 

16:30 

農薬適正使用指導

者等研修会 

住宅地等における農薬使用について、東北各

県・市町村の関係部局、農業関係団体等担当

者を対象とした研修会を開催します。 

岩手県盛岡地区合同

庁舎８階大会議室 

(盛岡市) 

環境対策課(永井) 

雄大な朝日連峰をバックに合同

保全作業後の集合写真 

等の地元関係者で構成された飯豊

連峰保全連絡会(平成 19 年度

～)、朝日連峰保全協議会(平成 21

年度～）を立ち上げました。毎年

多くのボランティアや行政機関等

と協働して登山道や高山植物の保

護に取り組んでいます。 

磐梯朝日国立公園の東北地方日

本海側の豪雪地帯特有の植生と我

が国最大規模のブナ林をはじめと 

東北地方環境事務所の業務予定（平成 22 年１２月・23 年１月） 

した原生的な自然状態を維持する

ためには、相互に立場の異なる関 
係者が、協働して山の保全に取り

組むという恒久的な仕組み作りが

求められています。羽黒自然保護

官事務所では現地の状況に即し、 

今後も国立公園の適正な保護と利

用に寄与していきたいと考えてい

ます。 
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月 日  時   間 業 務 予 定 内 容  場  所  等  担 当 課 等  

1.16 
10:00～

12:00 

野鳥観察会(傷病

鳥) 

保護されている傷病鳥を観察し、野生で生き抜く

ための厳しさと生命力に触れ、その後、冬鳥の

生息地を観察し野鳥保護の意識の高揚に努め

る。 

秋田県鳥獣保護セン

ター他 

秋田自然保護官事

務所 (畠山) 

1.23 
9:30～

15:00 

先祖伝来の道具作

り 

地元の講師の指導を受けながら忘れ去られよう

としている道具作りを体験する。 
網張ビジターセンター 

盛岡自然保護官事

務所 (田村) 

1.23 
9:00～

12:00 

野鳥観察会(傷病

鳥) 

保護されている傷病鳥を観察し、野生で生き抜く

ための厳しさと生命力に触れ、その後、冬鳥の

生息地を観察し野鳥保護の意識の高揚に努め

る。 

大潟草原鳥獣保護区

他 

秋田自然保護官事

務所 (畠山) 

ブナの黄葉(白神・高倉森） 
（西目屋自然保護官事務所  

アクティブレンジャー 檜垣 育子） 
 

誌上写真展 

ヒレンジャク来る 
（十和田自然保護官事務所 

アクティブレンジャー 種村 由貴） 
 

初冬の岩手山七滝登山口 
（鹿角自然保護官事務所  

アクティブレンジャー 大堀 拓） 

紅葉 
（羽黒自然保護官事務所  

アクティブレンジャー 佐々木 大樹） 
 



 

7 ページ みちのく環境だより 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当事務所以外の方からの投稿もお待ちしております。 

題字横の写真 ：染まる十和田湖 

（十和田自然保護官事務所アクティブレンジャー 種村 由貴） 

 

白神、秋のシンフォニー(白神・櫛石山) 
（西目屋自然保護官事務所  

アクティブレンジャー 谷口 哲郎） 

オオワシ 
（大船渡自然保護官事務所 久保井 喬） 

併せ鏡(白神・十二湖) 
（西目屋自然保護官事務所  

アクティブレンジャー 谷口 哲郎） 

反射光（八甲田１１月２５日） 
（十和田自然保護官事務所  

アクティブレンジャー 嶋村 道） 

雪と紅葉 
（西目屋自然保護官事務所 山崎 麻里） 


