
環境指標一覧 議案第１号　第三次環境基本計画の年次報告について
取り組みの柱１　「地球環境にやさしいまちづくり」

№ 所管課 環境指標 環境指標説明
計画策定時
の現況値

目標値
実績値

（2019年度）
当該年度における

目標値
評価 評価結果に対する理由及び今後の取り組み等

1-① 環境政策課 温室効果ガス排出量

　市内から排出される温室効果ガスの排出量。「郡山市地球温暖化対策実行計
画≪区域施策編≫」に定める目標値とします。
　なお、目標値の変更があった場合には、その目標値によるものとします。
※　国が公表する各種統計データを待つ必要があることから、３年前の数値が
最新のものとなります。
※計画改定による算出方法の変更のため、計画策定時の数値及び目標年度の数
値を変更しました。

3,521千ｔ-CO2
（2013年度）

2,620千ｔ-CO2
（2020年度）

3,381千ｔ-CO2
（2017年度）

2,822千ｔ-CO2 △

　郡山市における温室効果ガス排出量は、基準年度比で3.2％削減となり、目標は
達成できませんでした。　民生家庭部門及び民生業務部門は基準年度と比べ減少し
ているものの、2020年度の目標達成には厳しい状況であることから、今後において
もクールチョイス啓発活動等により低炭素型の行動変容を促すことが必要です。運
輸部門については、基準年度と比べ、大幅に増加しており、郡山市内の自家用車の
保有台数が増えたことが要因と考えられます。目標達成の可能性が低い状況となっ
ていることから、今後はFCV等の次世代自動車を率先して導入していくとともに、
普及啓発活動に取り組むことが必要です。

1-② 環境政策課
市の事務及び事業による温室効果ガス排出
量

　市の事業により排出される温室効果ガスの排出量。「環境にやさしい郡山市
率先行動計画」に定める目標値とします。
　なお、目標値の変更があった場合には、その目標値によるものとします。

40,612ｔ-CO2
（2015年度）

34,383ｔ-CO2
（2020年度）

40,465ｔ-CO2
（2019年度）

35,331ｔ-CO2 ×

 温室効果ガス排出量は、基準年度比で約1.4％削減となり、目標は達成できません
でした。温室効果ガス排出量が昨年度より約9.2％増加した要因として、令和元年
東日本台風の発生による避難所の開設や浸水被害による公共の災害廃棄物焼却が挙
げられます。台風の影響で増加したエネルギー使用量を除いた場合は、減少してい
ることから、今までどおり、省エネ等の取り組みを継続することが重要です。

1-③ 環境政策課
電力消費量に占める再生可能エネルギー導
入割合

　市内の電力消費量を2011年度比で20％以上削減することを目指すとともに、
20％の省エネ効果を加味した電力消費量の30％を再生可能エネルギーとする
「郡山市エネルギービジョン」に定める目標値とします。
※　国が公表する各種統計データを待つ必要があることから、３年前の数値が
最新のものとなります。

16％
（2011年度）

30％
（2020年度）

27％
（2017年度）

23％ 〇

　2012（平成24）年度より太陽光発電システムの設置が増えたこと、また、市内に
おける電力消費量が減少傾向にあることから、再生可能エネルギー導入割合は計画
どおりに進んでいます。今後も再生可能エネルギー導入拡大に向けて取り組んでい
きます。

1-④ 建築課
省エネルギー・再生可能エネルギー設備が
導入された市有施設数

　新設や改修を予定している市有施設に対し、省エネルギー設備または再生可
能エネルギー設備の積極的な導入に努めます。目標値は新築、改修する全ての
施設に対しての導入を目指します。

ー
新設、改修する
施設の100％
（2021年度）

100% 100％ ◎

新設及び改修工事を実施した市有施設18施設全ての照明をＬＥＤ化（省エネ）しま
した。
今後も同様に省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備を積極的に導入してい
きます。
（施設一覧については別紙のとおり）

取り組みの柱２　「資源が循環するまちづくり」

№ 所管課 環境指標 環境指標説明
計画策定時
の現況値

目標値
実績値

（2019年度）
当該年度における

目標値
評価 評価結果に対する理由及び今後の取り組み等

2-① ３R推進課 １人１日当たりのごみ排出量
　市民１人が１日に出すごみの量（集団資源回収を除く）。「郡山市一般廃棄
物処理基本計画」に定める2027年度の１人１日当たりのごみ排出量を現況値か
ら20％削減する計画値に合わせた目標値とします。

1,141ｇ
（2016年度）

1,036ｇ
（2021年度）

1,110g 1,078g 〇
１人１日あたりのごみ排出量は３Ｒの推進により減少傾向にありますが、2019年度
の実績値は目標値を達成できませんでした。今後は、さらなる分別の徹底や３Ｒの
推進により目標値達成に取り組んでいきます。

2-② ３R推進課 再生利用率

　市で回収する再生利用率。（分別収集回収量＋破砕回収金属量＋集団資源回
収量）/（ごみ総量＋集団資源回収量）
　「郡山市一般廃棄物処理基本計画」に定める2027年度の再生利用率を26％と
する計画値に合わせた目標値とします。

10.3％
（2016年度）

17.5％
（2021年度）

10.2% 14.6% △

全体ごみ量が減少したことにより資源物の回収量も減少し、再生利用率も低下しま
した。また、集団資源回収量も減少しています。組成調査の結果から、搬入された
ごみの中にリサイクル可能な資源物が相当混入していることから、今後は、さらな
る分別の徹底を周知し計画値達成に取り組んでいきます。

取り組みの柱３　「自然と共生できるまちづくり」

№ 所管課 環境指標 環境指標説明
計画策定時
の現況値

目標値
実績値

（2019年度）
当該年度における

目標値
評価 評価結果に対する理由及び今後の取り組み等

3-① 環境政策課 カッコウの生息数
　郡山市の鳥カッコウの生息数。カッコウの生息状況は、自然環境の状態を表
すひとつの目安となることから、確認された数の現状維持を目標とします。

178羽
（2016年度）

現状維持
（2021年度）

104羽
（2019年度）

現状維持
(178羽)

△
調査参加者の減少により、確認数が減ったと考えられます。当該調査も含めて、自
然環境保全に関する普及啓発を推進していきます。

3-② 林業振興課 間伐実施面積

　国有林を除く市内民有林の年間の間伐実施面積。森林の適正な整備・保全の
推進により、水源かん養や山地災害防止など森林の有する多面的機能を持続的
に発揮させるため、2025年度の間伐実施面積を現況値の1.5倍とする整備計画
に合わせた目標値とします。
※　福島県が公表する統計データを待つ必要があることから、2年前の数値が
最新のものとなります。

232ha
（2015年度）

302ha
（2021年度）

300ha
（2018年度）

267ha 〇

 森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在
や担い手不足等、森林整備の推進に当っては様々な課題がありますが、本市が事業
主体で実施する「ふくしま森林再生事業」等により間伐を推進し、森林の適正な整
備・保全を図ります。

3-③ 園芸畜産振興課 有害鳥獣による農産物の被害面積

 有害鳥獣による農産物の被害面積。有害鳥獣被害の減少が、森林や農地の保
全につながることから、「郡山市鳥獣被害防止計画」に定める目標値としま
す。なお、目標値については当該防止計画の変更と併せて見直すものとしま
す。
※H30(2018）に鳥獣被害防止計画を変更しました。計画変更に伴い計画策定時
（H29現況値)の数値及び目標年度の数値を変更しました。

5.7ha
（2017年度）

4.6ha
（2021年度）

4.8ha
（2019年度）

5.1ha 〇

実績値（2019年度）では、目標値に近い数値となっており、目標達成の可能性が高
いと考えられます。
持続的に農作物等の被害を軽減させるために、鳥獣被害対策における基本的な取り
組みである「生息環境管理」「被害防除対策」「個体数管理」を引き続き組み合わ
せて行っていくことで、目標達成に向けて取り組んでいきます。
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環境指標一覧 議案第１号　第三次環境基本計画の年次報告について
取り組みの柱４　「健康で安心して暮らせるまちづくり」

№ 所管課 環境指標 環境指標説明
計画策定時
の現況値

目標値
実績値

（2019年度）
当該年度における

目標値
評価 評価結果に対する理由及び今後の取り組み等

4-① 環境保全センター
工場・事業場からの排出ガス基準達成率
（大気汚染防止法）

　大気汚染防止法に基づき、工場・事業場から排出されるガスの基準達成状
況。

99%
（2016年度）

100%
（2021年度）

100%
（2018年度）

100% ◎
既に目標年度における目標を上回っていますが、今後も大気汚染の原因となるばい
煙等を排出する工場及び事業場へ対しての指導及び監督に取り組んでいきます。

4-② 環境保全センター 市内の河川水質の環境基準達成率

　市内の河川（7地点）における水質調査地点でのBOD測定値の環境基準達成状
況。
阿武隈川（阿久津橋）、五百川（石筵川合流後）、逢瀬川（馬場川合流前・幕
ノ内橋上流・阿武隈川合流前）、大滝根川（阿武隈川合流前）、谷田川（谷田
川橋）

7地点中6地点で
環境基準値以下

（2016年度）

全地点で
環境基準値以下

（2021年度）

環境基準値以下
（2019年度）

全地点で
環境基準値以下

◎
市内の河川毎のBOD測定値は、長期的には年々低下し、ここ数年はほぼ横ばいと
なっています。今後も市内の河川の水質汚濁状況を監視するために、定期的な調査
に取り組んでいきます。

4-③ 環境保全センター ダイオキシン類環境基準達成率
　大気、河川の水質、河川の底質、地下水、土壌におけるダイオキシン類の環
境基準達成状況。

環境基準値以下
（2016年度）

環境基準値以下
（2021年度）

環境基準値以下 環境基準値以下 ◎

既に目標年度における目標を上回っていますが、今後もダイオキシン類を排出する
可能性がある廃棄物焼却等を設置する工場及び事業場へ対しての指導及び監督に取
り組んでいくとともに、環境中のダイオキシン類の状況について調査を実施してい
きます。

取り組みの柱５　「環境を思いやる人を育むまちづくり」

№ 所管課 環境指標 環境指標説明
計画策定時
の現況値

目標値
実績値

（2019年度）
当該年度における

目標値
評価 評価結果に対する理由及び今後の取り組み等

5-① 環境政策課 環境啓発イベントの参加者数
　市が主催する環境啓発イベントの参加者数。イベントを通じて、多くの市民
に環境意識の高揚を図るため、現況値の２倍の参加者数を目標値とします。

1,100人
（2017年度）

2,200人
（2021年度）

608人
（2019年度）

1,650人 △

令和元年東日本台風の影響で予定していたイベントが実施できなかったこともあ
り、2019（令和元）年度の計画目標は達成できませんでした。今後は福島県地域温
暖化防止活動推進センター等と連携によるイベント等を通じて、さらなる環境意識
の醸成を図ります。

◎：目標年度における目標を既に上回っている。
〇：このまま取り組めば、目標達成の可能性が高い。

△：このままでは、目標達成にはかなりの努力が必要。
×：このままでは、目標達成の可能性が低い。
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