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本日の説明内容

○ 自己紹介

○ 福島県地球温暖化対策推進計画の改定について

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日

○ ゼロカーボンに向けた取組について（令和４年度）
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自己紹介

・今の職場：福島県 生活環境部 環境共生課

・今の仕事：地球温暖化対策（適応策）、福島県環境創造センターの運営

・これまでの携わってきた業務：

 生活環境部内の企画調整（生活環境総務課）（２年間）

 廃棄物の処理に関する許可・指導（相双、いわき地方振興局）（６年間）

・職 種：工業化学

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日
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本日の説明内容

○ 自己紹介

○ 福島県地球温暖化対策推進計画の改定について

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日

○ ゼロカーボンに向けた取組について（令和４年度）



序章

第１章 計画策定の背景

○ 地球温暖化対策に関する基本的な考え方

県民総ぐるみの地球温暖化対策の推進による福島県2050年カーボン
ニュートラルの実現

【温室効果ガス排出削減目標（2013年度比） 】

○ 削減目標

○ 現状
・2018年度(H30)の温室効果ガス排出量(調整後)は約1,512万トン。
部門別CO2排出量は、多い方から、産業、運輸、民生業務、民生
家庭､廃棄物。

・2013年度(基準年度)と比較すると約358万トン（19.2%）の減
少。

○ 計画期間の終了
○ パリ協定の本格運用、国の2050年カーボンニュートラル宣言
○ 福島県2050年カーボンニュートラル宣言

１ 計画策定の背景
・地球温暖化は喫緊の課題
・IPCC第６次評価報告書第１作業部会報告書（自然科学的根拠）
「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには
疑う余地がない」と評価。

・COP26「産業革命前からの気温上昇を1.5度に抑える努力を追求」

２ 計画の位置付け
・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画
・気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画
・福島県環境基本計画の個別計画

３ 計画期間 ９年間（令和４年度～令和12年度）

○ 課題
・CO2排出量の３割を占める産業部門、削減量が少ない運輸、民生
業務部門における対策が急務。

・福島県2050年カーボンニュートラル実現のためには、省エネル
ギー対策の徹底、再生可能エネルギー等の最大限の活用、ライフ
スタイルの変革など、あらゆる分野でできる限りの対策が必要。

① 県民総ぐるみの省エネルギー対策の徹底
② 再生可能エネルギー等の最大限の活用
③ 二酸化炭素の吸収源対策の推進
④ 気候変動への適応の推進（適応策）

【基本姿勢】

【基本目標】

温室効果ガスの排出
抑制（緩和策）

緩和策と適応策を地球温暖化対策の両輪として強力に推進

2030年度 2040年度 2050年度

▲50% ▲75% 実質ゼロ
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福島県地球温暖化対策推進計画の改定について

▲50%

▲75%

実質ゼロ

第２章 現状と課題

第３章 地球温暖化対策を進めるに当たっての目標

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日



視点6 脱炭素型の地域づくりの推進

視点1 県民総ぐるみの省エネルギー対策の徹底

視点2 再生可能エネルギー等の最大限の活用

視点3 持続的な吸収源対策の推進

視点4 環境・エネルギー関連産業の活性化

視点5 未来のための環境・エネルギー教育の推進

(1) 分野横断
地球にやさしい“ふくしま”県民会議を中心とした県民総ぐるみの

地球温暖化対策の推進 等
(2) 産業、民生業務部門

産学官金の連携による中小企業の脱炭素化に向けた取組支援 等
(3) 運輸部門

電動車への転換、公共交通機関の利用促進 等
(4) 民生家庭部門

ライフスタイルの変革、電化の促進 等
(5) 廃棄物部門

廃棄物の排出抑制等の推進、環境に配慮した製品等の購入促進 等

(1) 再生可能エネルギー等の導入推進
太陽光、風力等の再生可能エネルギー導入支援、公共施設等

への率先導入、水素の利活用の推進 等
(2) 地域循環型の再生可能エネルギーの利用推進

バイオマス発電事業への支援、木質系・農業系バイオマスエネル
ギーの利用促進 等

(3) 再生可能エネルギー導入からカーボン・オフセットへの展開
再エネ導入によるCO2削減量のクレジット化の周知、展開支援 等

(1) 森林吸収量確保
森林整備の推進、林業就業者の育成 等

(2) 都市緑化の推進
都市公園等の緑地拡大 等

(3) 藻場・干潟による吸収量確保
CO2吸収や水質浄化等の多面的機能を持つ藻場・干潟の保全 等

(1) 環境・エネルギー関連産業の育成・集積
再生可能エネルギー・水素関連産業の育成・集積、再生可能エネル

ギー・水素関連産業を担う人材の育成 等
(2) 環境・エネルギー関連産業のビジネスチャンスの拡大

再生可能エネルギー・水素関連分野における販路拡大・海外展開 等
(3) 新技術の研究・開発

再生可能エネルギー・水素等関連技術開発・事業化の推進、福島イノ
ベーション・コースト構想における実用化開発等の推進 等
(4) 水素社会に向けた対応

燃料電池自動車等の導入の推進、水素社会実証地域モデルの形成 等

(1) 環境・エネルギー教育の充実
学校教育での環境・エネルギーへの意識醸成、森林環境教育の推進 等

(2) 指導者の養成
森林環境教育の人材育成、
うつくしま地球温暖化防止活動推進員の育成 等

(1) 持続可能なエネルギー社会の構築
自家消費の推進、県産再生可能エネルギーの利活用拡大 等

(2) 環境負荷の少ないまちづくりの推進
小売商業施設の適正な配置、交通渋滞の緩和、解消 等

(3) 港湾におけるカーボンニュートラルポートの形成
水素やアンモニア等の次世代エネルギーの大量輸入や貯蔵・利活用、
脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化 等
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福島県地球温暖化対策推進計画の改定について

第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する施策

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日



○ 県民・事業者との連携・・・ 「地球にやさしい”ふくしま”県民会議」、福島県地球温暖化防止活動推進センター、うつくしま地球温暖化防止
活動推進員、（仮称）福島県気候変動適応センター等との連携による県民総ぐるみの取組として推進

○ 市町村との連携強化・・・・地球温暖化対策地方公共団体実行計画の作成支援等
○ 指標による進捗管理・・・・温室効果ガス削減量及び緩和策・適応策に関する指標を設定

「ふくしまエコオフィス実践計画」により、職員一人一人の更なる意識向上と率先した省エネ行動の実践、再エネ由来電力の積極的な導入、公用
車の電動車等への転換等に取り組むことにより、県有施設からの温室効果ガス総排出量の2013年度比50%削減を目指す。

○ 令和元年東日本台風による甚大な被害、高温による米の一等米比率の低下など、気候変動による影響がすでに顕在化。
○ 避けられない気候変動の影響に適応するための「適応策」を推進。
○ 「福島県の気候変動と影響の予測」及び「気候変動影響評価報告書（環境省）」等をもとに、現時点ですでに気候変動の影響が生じている、

または、特に気候変動の影響の大きいと考えられる分野・項目を選定。従来の４分野から７分野に拡充して適応策を推進。

No 分野 気候変動の影響 適応策

1
農業、林業、
水産業

高温による一等米比率の低下、果樹の品質低下、サンマやイカナゴ
等の漁場形成の縮小等

高温による障害の少ない品種の選定や開発、水産資源調査に
よる魚介類への影響把握等

2
水環境・水資
源

気温上昇によるダム等の水質悪化、大雨の増加、無降水日の増加に
よる渇水の増加 等

ダム等のモニタリングと異常時の対策、ダム貯水率の迅速な
情報共有 等

3 自然生態系
植物種の変化による生物多様性の損失、降雪量の減少に伴うニホン
ジカ、イノシシ等の生息域拡大等

希少種の損失防止対策、ニホンジカ、イノシシ等の捕獲 等

4
自然災害・沿
岸域

令和元年東日本台風等の自然災害の増加、大雨の発生数や降雨量の
増加による土砂災害の発生等

県危機管理センターを中心とした総合的な災害対応、砂防関
係施設の整備等

5 健康
熱中症搬送者数の増加、一部地域でデング熱を媒介する蚊（ヒトス
ジ
シマカ）の生息確認

新たな生活様式も踏まえた熱中症予防策や注意情報の周知、
蚊に刺されない等の予防対策の周知

6
産業・経済活
動

災害時のサプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下、経済
活動の停滞、強い台風等による再生可能エネルギー発電設備の被害、

企業の事業継続計画(BCP)策定の促進等
自立分散型の再生可能エネルギー等の導入拡大等

7
国民生活・都
市生活

令和元年東日本台風による停電、水道施設等被害 電力事業者等との連携強化による停電対策の推進、水道施設
等の耐災害性強化対策等

7

福島県地球温暖化対策推進計画の改定について

第５章 気候変動の影響に対する適応策

第６章 計画の推進体制及び進行管理

第７章 事業者としての県の取組

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日



気候変動の影響に対する適応策に関する指標（一部抜粋）指標

現況値
(R2)

年度目標（件） 目標値
(R12)R4 R5 R6 R7 ･･･

－ － － － － ･･･
累計10
件以上

＜農業、林業、水産業＞

〇 地球温暖化等の気候変動に対応した農作物の生産技術の開発件数

現況値
(R元)

年度目標（%） 目標値
(R12)R4 R5 R6 R7 ･･･

94.2% 100 100 100 100 ･･･ 100%

〇 工場・事業場の排水基準適合率（窒素、りん含有量を除く生活環境項目）

＜水環境・水資源＞

現況値
(R2)

年度目標（人） 目標値
(R12)R4 R5 R6 R7 ･･･

158人 162 164 166 168 ･･･ 178人

〇 野生動植物保護サポーター登録者数

＜自然生態系＞

現況値
(R2)

年度目標（戸） 目標値
(R12)R4 R5 R6 R7 ･･･

15,061
戸

15,379 15,462 15,669 16,305 ･･･
17,501

戸

〇 土砂災害から保全される人家戸数

＜自然災害・沿岸域＞

（関連計画等）福島県農林水産業振興計画

（関連計画等）福島県環境基本計画

（関連計画等）福島県環境基本計画、ふくしま生物多様性推進計画

（関連計画等）福島県土木部部門別計画

現況値
(R3)

年度目標（人） 目標値
(R12)R4 R5 R6 R7 ･･･

899人 減少を目指す

〇 熱中症搬送者数（6月～9月）

＜健康＞

（関連計画等）福島県環境基本計画

〇 再生可能エネルギー導入量（県内エネルギー需要との比較）

＜産業・経済活動＞

（関連計画等）福島県総合計画、福島県環境基本計画、福島県再生可能エネルギー推進ビジョン

現況値
(R2)

年度目標（%） 目標値
(R12)R4 R5 R6 R7 ･･･

43.4% － － － － ･･･ 70%

〇 浄水場の停電対策
＜国民生活・都市生活＞

（関連計画等）防災・減災、国土強靱火のための５か年加速化対策

現況値
(R1)

年度目標（%） 目標値
(R12)R4 R5 R6 R7 ･･･

67.7% － － － 77 ･･･ －
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福島県地球温暖化対策推進計画の改定について
令和４年度気候変動適応研修

（初級コース）
令和４年７月２０日
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福島県地球温暖化対策推進計画の改定について
令和４年度気候変動適応研修

（初級コース）
令和４年７月２０日

回 開催日 議題

令和２年

度第１回

令和２年

11月24日

(1)福島県地球温暖化対策推進計画の改定について
(2)地球温暖化対策を巡る動向について
(3)2017年度(平成29年度)の温室効果ガス排出量について
(4)福島県地球温暖化対策推進計画の各施策の実施状況と課題に
ついて

第２回

令和３年

１月26日

(書面開催)

(1)第１回検討会における委員からの御意見への対応案について
(2)次期福島県地球温暖化対策推進計画の方向性について
・2050年までに目指すべき将来の姿について
・各排出部門における地球温暖化対策の方向性について
・気候変動適応策に関する方向性及び新たに追加すべき対策等
について

第３回
令和３年

３月24日

(1)次期計画における温室効果ガス排出量の削減目標について
(2)次期計画における施策の方向性について
(3)次期計画の全体的な構成について

令和３年

度

第１回

令和３年

７月16日

(書面開催)

次期計画における温室効果ガス排出削減目標値の設定について

第２回
令和３年

10月18日

(1)2018年度の温室効果ガス排出量について（報告）
(2)改定のスケジュールについて
(3)改正地球温暖化対策推進法に関する対応について
(4)次期県地球温暖化対策推進計画の素案について
ア 2030年度削減目標の係る排出部門別の取組について
イ 2040年度削減目標について
ウ 「第３章 地球温暖化対策を進めるにあたっての目標」に
ついて

エ 「第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する施策」について
オ 「第５章 気候変動の影響に対する適応策」について

第３回
令和３年

11月29日
次期福島県地球温暖化対策推進計画（案）について

○福島県地球温暖化対策の推進に係る検討会 開催概要 ○計画への県民意見等

１ 素案に係るパブリックコメント募集
① 対象
・ 福島県内に住所（所在地）がある方（団体）
及び福島県内の事業所等（学校）に通勤（通
学）している方

・ 東日本大震災（東京電力福島第一原子力発電
所の事故を含む）により県外に避難されている
方（団体）

② 募集期間 令和３年10月22日～11月21日
③ 周知方法
・ 報道機関への情報提供
・ 県ホームページ

２ 市町村への意見照会
① 対 象 県内市町村
② 照会期間 令和３年10月22日～11月12日
③ 実施方法 文書による照会
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本日の説明内容

○ 自己紹介

○ 福島県地球温暖化対策推進計画の改定について

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日

○ ゼロカーボンに向けた取組について（令和４年度）



〇 福島県気候変動適応事業

・地域気候変動適応センターによる情報収集、情報発信を

行うとともに気候変動適応に関する７分野における気候

変動の影響評価をまとめた報告書を作成する。

◯ 地球にやさしい"ふくしま”県民会議事業
・県民会議、地方会議のネットワークを活かした取組の実践、啓発
・ロードマップの周知、自発的な取組への支援

◯ カーボンニュートラル機運醸成事業
・カーボンニュートラルの理解と実践のきっかけづくりのイベント
を開催

◯ ロードマップ普及啓発推進事業
・具体的な取り組みを示したパンフレットの全戸配布
・地球温暖化対策推進員等と連携し、地区勉強会や座談会での周知
や企業向け研修会を通じてロードマップの理解と実践を促進。

◯ 地球温暖化防止活動推進員支援事業
・推進員の育成、活動の支援等を行う。
・（仮称）クールサポーターの育成

〇 事業者向け省エネ対策推進事業
・中小企業等が行う省エネ設備の更新等にかかる費用の一部を
補助。

※事業所所在市町村が地方公共団体実行計画策定済みの場合は補助額の優遇措置。

【運輸部門】

〇 （新）福島県電気自動車導入推進事業
・EVの普及拡大を図るために補助を行い、経済性・快適性等
をPRしてもらい、普及拡大を図る。

【民生家庭部門】

〇 （新）ネット・ゼロ・エネルギーハウス推進事業
・省エネと創エネを組み合わせた住宅（ZEH）の普及拡大を図
るため、浜・中・会津地域でモデル住宅を選定し、快適性や
経済性などを広くPRする。
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ゼロカーボンに向けた取組について（令和４年度）

温室効果ガス排出抑制等に関する事業

◯ 地域まるごと省エネ計画策定支援事業
・市町村の地方公共団体実行計画の策定を支援。
・計画策定市町村のLED導入経費の一部を補助。

◯ ふくしまゼロカーボン宣言事業
・福島議定書事業をリニューアルし、取り組みレベルに応じた
参加を可能とするとともに、講師・アドバイザーの派遣など
の支援ニューを拡充し、参加団体の拡大を図る。

◯ みんなでエコチャレンジ事業
・家庭での取組による経費削減効果などを示し、温暖化対策へ
の関心を高め、参加世帯の拡大を図る。

【産業部門】

機運の醸成

実践の拡大
気候変動適応に関する事業

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日



アドバイザー派遣事業

計画策定に関する支援を行うアドバイザーを市町村に派遣
・ひな形、年間スケジュール案の提示、施策立案に関する情報提供 等
・今年度「地域まるごと省エネ計画」の策定に取り組む市町村に優先して派遣

ゼロカーボンに向けた取組について（令和４年度）
令和４年度気候変動適応研修

（初級コース）
令和４年７月２０日

◯地域まるごと省エネ計画策定支援事業について

・今年度は全３回の研修会を実施予定。

研修会の開催

・市町村有施設におけるLED照明への交換費用の助成

・地域まるごと省エネ計画策定が要件

・補助率2/3以内 １市町村1,300千円上限 ※１市町村１回限り

・対象施設：市町村有施設

市町村省エネ設備等導入事業補助金



令和３年度「福島議定書」事業
参加団体数
学 校： ３５４校
事業所：１,８１４事業所

（R2上級編含む）

約9,500tのⅭＯ₂を削減

（約2,400世帯分）
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ゼロカーボンに向けた取組について（令和４年度）

◯「ふくしまゼロカーボン宣言」事業

２０５０年までの脱炭素社会の実現に向けて、学校や事業所が「ゼロカーボン」を目指し
取り組むことを宣言し、自ら地球温暖化対策を実施する事業で、旧「福島議定書」事業をリ
ニューアルしたもの。

◎旧「福島議定書」事業からの主な変更点

・県が提示したメニューから取組を選択するだけで参加でき、はじめてでも地球温暖化対策に取り組みやすい「ベーシック編
（学校版）」「初級編（事業所版）」を新設した。

・事業所版は取組期間を１年間とし、優良で模範的な取組を行った事業所の表彰式及び取組事例発表を令和５年度の環境イベ
ントで実施予定。

◎学校版
取組期間：4～10月
（節電・節水は9,10月）
取組コース：
・ベーシック編
・アドバンス編

◎事業所版
取組期間：１年間
取組コース：

・初級編
・中級編
・上級編

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日

◎取組分野
・緩和分野
二酸化炭素の排出量削減による

地球温暖化緩和への貢献
（節電、使用燃料の削減など）
・適応分野
被害防止・軽減や新規ビジネスに

よる気候変動適応への
（風水害等被害の防止・軽減など）
・重点分野
社会の重点的な環境関心事への迅

速な対応
（プラスチックごみ対策など）
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「地球にやさしい“ふくしま”県民会議」とは

福島県の恵み豊かな環境を保全し、環境への負荷の少ない持続可能な社会を目指して、県民、民間団体、
事業者及び行政等、あらゆる主体が共通認識の下、地球温暖化防止に向けた取組などの環境保全活動を県
民総ぐるみで展開するための推進母体【構成員 ９１団体（令和３年６月１５日時点）】

＜新スローガン＞

＜渡邊代表、田崎副代表による知事表敬＞

ゼロカーボンに向けた取組について（令和４年度）

◯ 地球にやさしい"ふくしま”県民会議事業

・2050年までの脱炭素社会の実
現に向けて、県民総ぐるみの
地球温暖化対策を一層盛り上
げていくため、令和３年６月
に決定した宣言、ロゴマーク、
スローガンを改めてお披露目
しました！

ステージイベント
「地球にやさしい“ふくしま”宣言」おひろめセレモニー

地球にやさしい“ふくしま”県民会議代表 渡邊 明 氏／井上 咲楽 さん／内堀県知事

○ カーボンニュートラル機運醸成事業
ふくしまゼロカーボンDAY！

・令和３年11月27日（土）
・ビッグパレットふくしま
（郡山市）

・来場者 2,400名

今年も開催します！
ふくしま再生可能エネルギー産業フェア（REIFふくしま2022）×ふくしまゼロカーボンDAY！2022

開催日 令和４年10月13日～15日 場所 ビッグパレットふくしま（郡山市）

令和４年度気候変動適応研修
（初級コース）

令和４年７月２０日
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