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１.都会と中山間地を生産物と
廃棄物で対流・共生を図る

市民事業（長野県大町市）

２.食品工業残渣を活用した
家畜飼料給与実証事業

（長野県長野市）

３.能登半島おらっちゃの里山里海
（石川県珠洲市）※事業主体

４.おかえりやさいプロジェクト
（愛知県名古屋市）※事業主体

５.「なごやリユースステーション」
実証事業（愛知県名古屋市）

（１）循環型社会地域支援事業（※）（旧エコ・コミ）採択事業の実施状

６.「かさでらR」プロジェクト
（愛知県名古屋市）

７.竹鶏物語～３Rプロジェクト～
（三重県四日市市）

※環境省の公募に

より、循環型社会

の形成に向けて民

間団体や事業者が

地方公共団体と連

携して行う先進的

な事業として「循環

型社会支援事業」

が実施されていま

す。
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番号 事業名 事業主体 事業概要
採択

年度

1
都会と中山間地を生産物と廃

棄物で対流・共生を図る市民

事業

ＮＰＯ地域作り工房

（長野県大町市）

廃食油をバイオ軽油に精製、市内運送会社等で使用。「菜の花オー

ナー」を募り、菜種油の普及、事業化を目指す。
17

2
食品工業残渣を活用した家畜

飼料給与実証事業

(社)長野県農協地域開

発機構（長野県長野市）

食品残渣を活用した飼料づくりの事業化に向けて、基礎データの収集

を図る。
19

3

薪を利用促進による里山管理

インセンティブの創出と灰・煤

の再利用のためのネットワー

ク構築事業

能登半島おらっちゃの

里山里海

（石川県珠洲市）

里山管理によって生じる間伐材を薪ストーブの燃料として利用。排出

される灰・煤を水産物加工、農業等に利用。
20

4
食品循環資源のループ形成

によるビジネスモデル構築に

関するプロジェクト事業

おかえりやさいプロジェ

クト

（愛知県名古屋市）

食品循環資源を堆肥化し、その堆肥を利用して野菜を生産する。生産

された野菜を「おかえりやさい」として認定。
20

5
「なごやリユースステーショ

ン」実証事業

名古屋大学大学院環境

学研究科竹内研究室

（愛知県名古屋市）

身近な日用品でリユース可能なものを回収し、地域住民に提供する。

リユースの促進、市内のごみの減量化を図る。
20

6
大学、職人、商店街と地域が

育む古着再利用事業「かさで

らR」プロジェクト

かんでらmonzen亭

（愛知県名古屋市）

古着や古布を再利用し、地元の大学の服飾デザイン系の学生や地場

産業の職人と連携して、付加価値の高いカバン等を製作・販売する。
21

7
竹鶏物語

～３Rプロジェクト～

四日市大学エネルギー

環境教育研究会

（三重県四日市市）

大学と行政と民間企業や事業者と市民を食品残さのリサイクルで地域

の中でつなぐ。竹粉・ぬか等の食品廃棄物に分解酵素を添加した飼料

で養鶏等を行う。
21



６　ＭＡＰで見る中部地方の環境
（２）大規模不法投棄事案（平成22年4月1日現在）

１
２

３

４

２.岐阜市北部地区
産業廃棄物不法投棄事案

（岐阜県岐阜市椿洞）

３.三重県桑名市事案
（三重県桑名市五反田）

４.四日市市大矢知・平津事案
（三重県四日市市大矢知町）

１.福井県敦賀市事案
（福井県敦賀市樫曲）

番号 事案名 概　要 現在の状況

1 福井県敦賀市事案
無許可で管理型最終処分場の容量を変更し、許可容

量を大幅に超える119万立方㍍（許可容量の12倍）の

不適正処分を行った事案。

産廃特措法による環境大臣合意を受け、H24年度まで

の支障除去事業中。

2
岐阜市北部地区
産業廃棄物
不法投棄事案

収集運搬・中間処理業者が事務所隣接地に廃プラス

チック、建設廃材等、約75.3万立方㍍を不法投棄した
事案。

行為者等による一部撤去中。また、産廃特措法による

環境大臣合意を受け、H24年度までの支障除去事業
中。

3 三重県桑名市事案
安定型処分場に本来埋め立て出来ない汚泥・燃えが

ら・廃油等３万立方㍍を埋め立てたため、地下水汚染

が生じた事案。

産廃特措法による環境大臣合意を受け、H17～19年

度まで支障除去事業を実施。

4
四日市市

大矢知・平津事案

安定型処分場に届出容量132万立方㍍を大幅に超過

する約290万立方㍍の廃棄物を埋め立てた事案。この
超過量は全国最大規模。

地元・学識経験者・行政による三者協議開催し、リスク

コミュニケーションを実施。支障除去事業を検討中。

主な大規模不法投棄事案
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（３）中部地方環境事務所管内における「環境モデル都市」、「低炭素地域づくり面的対策推進事業」、
　　　「チャレンジ２５地域づくり事業」の選定地域

豊田市

御嵩町
飯田市

茅野市

富山市

金沢市

低炭素地域づくり面的対策推進事業：低炭素地域

づくり計画の策定及びそのために必要なＣＯ２削

減シミュレーション、さらに計画に基づく事業の実

施を支援しています。（国土交通省との連携事業）

H20年度選定：金沢市、茅野市、豊田市
H21年度選定：御嵩町
H22年度選定：関東・北陸地域（富山県、富山市）

環境モデル都市：温室効果ガスの大幅な

削減など高い目標を掲げて先駆的な取組

にチャレンジする都市を「環境モデル都市」

として選定し、関係省庁が連携してその実

現を支援しています。

2008年7月選定：富山市
2009年1月選定：飯田市、豊田市

富山県

中津川市・恵那市

中津川市

愛知県

岐阜市

林檎ノ湯屋 おぶー（松本市）

岐阜県

チャレンジ２５地域づくり事業：公募により地域の二

酸化炭素排出量の２５％削減に効果的な取組を推

進し、地域活性化を図るとともに、環境負荷の小さ

い地域づくりを実現するための事業を支援します。

（H21年度補正予算により、H22年度に事業展開）
・計画策定事業：岐阜市、中津川市・恵那市、愛知

県

・補助事業：介護老人保健施設みらいのさと太陽

（金沢市）、林檎の湯屋おぶー（松本市）

・実証事業：岐阜県、中津川市

介護老人保健施設みらいのさと太陽（金沢市）



（４）自然環境特性区分図
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（５）自然公園及び自然歩道
の分布図
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（６）鳥獣保護区の指定状況
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（７）特定外来生物の「防除の確認・認定」取得地域

６　ＭＡＰで見る中部地方の環境

愛知県
（アライグマ・ヌートリア等）岩倉市、小牧市、北名

古屋市、扶桑町、犬山市、江南市、大口町

（アルゼンチンアリ）田原市

石川県
（アライグマ・ヌートリア等）加賀

福井県
（アライグマ・ヌートリア等）福井県、

福井市、敦賀市、小浜市、大野市、

勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、

坂井市、永平寺町、池田町、南越

前町、越前町、美浜町、高浜町、お

おい町、若狭町

岐阜県
（アライグマ・ヌートリア等）岐阜市、笠松町、美濃

市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島市、可児市、

各務原市、北方町、坂祝町、美濃加茂市、恵那

市、川辺町、海津市、土岐市、多治見市、瑞浪市

（オオキンケイギク等）岐阜県、高山市、下呂市

三重県
（アライグマ・ヌートリア等）桑名市、木曽岬

町、紀宝町、名張市、熊野町、伊賀市、鈴

鹿市

長野県
（オオキンケイギク等）長野県、富士見町、

伊那市、麻績村、中野市、大鹿村、天龍

村、駒ヶ根市、岡谷市、千曲市

（アメリカミンク）佐久漁業組合



（８）特定外来生物防除モデル事業の実施状況

６　ＭＡＰで見る中部地方の環境

愛知県
アルゼンチンアリ防除モデル事業（田原

長野県
コクチバス防除手法調査

（信濃町、大町市）

岐阜県
アルゼンチンアリ防除モデル事

業（各務原市）平成21年度から

石川県
片野鴨池オオクチバス等防除モデル事業（加賀

市）

愛知県
犬山ため池群オオクチバス等防除モデル

事業（犬山市）平成18年度から平成19年度

長野県
アメリカミンク・アライグマ生息状況調査

（長野県東信地区）川上村、南牧村、小

海町、佐久穂町、南相木村、北相木村、

佐久市、軽井沢町、御代田町、小諸市、

東御市、立科町

長野県
コクチバス生息状況調査

（信濃町、大町市）

平成19年度
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（９）生物多様性地域戦略の策定状況 （平成22年４月現在）

名古屋市
「生物多様性2050なごや戦略」
（平成22年３月策定）

愛知県
「あいち自然環境保全戦略―生物多様性の保全
と持続可能な利用を目指して―」
（平成21年３月策定）

高山市
「生物多様性ひだたかやま戦略」
（平成22年３月策定）
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（10）生物多様性保全推進支援事業実施箇所

名古屋ため池生き物いきいき計画事業
事業主体：名古屋ため池生物多様性協議会（名古屋市等）
事業箇所：名古屋市

東三河生物多様性保全事業
事業主体：東三河自然環境ネット（愛知県等）
事業箇所：豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、

設楽町、東栄町、豊根村、小坂井町

田原市アルゼンチンアリ対策事業
事業主体：田原市アルゼンチンアリ対策協議会（ 田原市等）
事業箇所：田原市

陣ヶ岡丘陵地域生態系ネットワーク
保全・再生事業
事業主体：陣ヶ岡丘陵地域生物多様性保全協議会

（坂井市等）
事業箇所：福井県坂井市三国町 陣ヶ岡丘陵地

かがイヌワシの森再生事業
事業主体：かがイヌワシの森再生協議会（加賀市等）
事業箇所：加賀市、小松市

石川の里山の生物多様性保全再生事業
事業主体：石川の里山の生物多様性保全再生事業推進協議会

（石川県等）
事業箇所：金沢市、珠洲市、輪島市

千曲市生物多様性保全事業
事業主体：千曲市生物多様性保全協議会（千曲市）
事業箇所：千曲市

富士見町アツモリソウの里環境保全事業
事業主体：富士見町アツモリソウ再生会議（富士見町）
事業箇所：富士見町




