
１　環境保全系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

1
自然、再生化可能

エネルギー
地域資源のエネルギーとしての有効利用

木質バイオマスなどの地域資源を活用したバイオマスエネルギーについて、研究情報の交換や成果の共有化、コスト縮
減などの共通課題の解決に取り組み、有効利用を進める。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

2
自然、再生化可能

エネルギー
六都道県再生可能エネルギー地域間連携協定

都市における再生可能エネルギー需要と自然エネルギー資源の豊かな地域が創り出す再生可能エネギー供給とを結び付
ける地域間連携に協力して積極的な取組を行う。

北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、東京都

3
自然、再生化可能

エネルギー
海洋エネルギー資源開発促進日本海連合

日本海沖に賦存するとされるメタンハイドレート等の海洋エネルギー資源の開発を促進するため、情報収集や調査研究
などを行う。
※その他：富山県・石川県・福井県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県

秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
京都府、兵庫県、鳥取県、島根県

4
自然、再生化可能

エネルギー
自然エネルギー協議会

自然エネルギーの普及・拡大を目的に設立した協議会で、地方公共団体を中心に企業・団体が連携することで、自然エ
ネルギーの普及・拡大をさらに加速させることを目指す。

富山県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、関西広域
連合構成員始め36道府県

5
自然、再生化可能

エネルギー
再生可能エネルギーの普及啓発

太陽エネルギーを中心に、再生可能エネルギー等の導入促進に向けたセミナーを開催し、需要創出に向けた普及啓発を
行う。
また、身近に利用でき、かつエネルギー変換効率の高い太陽熱やその他の再生可能エネルギーの有効利用について、効
果的な広報手段により、普及啓発を図る。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

6 リサイクルの推進 有用資源リサイクルの促進
北海道・北東北地域において金属等の有用資源リサイクルを促進するため、使用済小型家電の広域的回収システムの構
築について、情報交換などを行い、連携して推進する。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

7 リサイクルの推進 循環型産業人材育成事業 ３R推進環境コーディネーターの配置 宮城県、山形県

8 リサイクルの推進 ３Ｒ普及促進事業 九都県市域内において３Ｒが広く浸透し実施されるよう、効果的な普及啓発を実施する。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市、（九都県市首脳
会議 廃棄物問題検討委員会）

9 リサイクルの推進 容器包装発生抑制事業
効果的な広報活動を行い、「容器＆包装ダイエット宣言」の認知度の向上、消費者に対する容器包装減量化商品の購入
促進及び更なる宣言事業者の増加を図る。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市、（九都県市首脳
会議 廃棄物問題検討委員会）

10 リサイクルの推進 循環型社会構築四国連携協議会
四国４県が連携・協調し、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な　利用、廃棄物の適正処理、環境物品等の購入等
を推進することにより、四国における循環型社会の構築に資することを目的とする。協議会・研究会の開催。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

11 リサイクルの推進
四国４県リサイクル製品等ネットショップ構
築事業

○四国各県においてそれぞれ認定を受けているリサイクル製品等を扱うネットショップを開設。 愛媛県、徳島県、香川県、高知県

12 リサイクルの推進 ４県優良リサイクル製品のＰＲ等啓発事業
○四国４県で構成する循環型社会構築四国連絡協議会で４県の優良リサイクル製品の展示等を行い、４県製品を全国に
ＰＲする。

香川県、愛媛県、徳島県、高知県

13 温暖化対策
肥効調節型肥料による温室効果ガス削減効果
の検証

畑地における有機物の施用及び肥効調節型肥料の施用に関する調査し、有機物等の施用による温室効果ガス排出抑制効
果を検証する

北海道、山形県、福島県、新潟県、茨城県、愛知県、
滋賀県、徳島県、長崎県、熊本県、鹿児島県

14 温暖化対策
農業分野における温暖化緩和技術の開発
（H23～）

国際貢献可能なより効果の高い温室効果ガス削減技術や吸収機能向上技術の開発に取り組み、もって循環型食料生産等
の確立に資する

北海道、岩手県、山形県、福島県、新潟県、独・農研
機構等17機関
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15 温暖化対策
北海道・北東北地球温暖化対策推進本部の設
置

「普及啓発事業の展開」、「森林の二酸化炭素吸収量の経済的価値の検討」、「環境学習の充実」、「カーボンオフ
セットの活用方法等の検討」の４つを検討項目として設定し、項目ごとに勉強会・講演会の開催や幼児・児童への環境
教育の取組の展開等、地球温暖化に対する取組を進め、一定の成果を上げている。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

16 温暖化対策
北海道・北東北地球温暖化防止活動情報、意
見交換会

北海道・北東北サミット合意事項に基づき、共同の取組として、行政・地球温暖化防止活動推進センター間の情報・意
見交換事業を実施

北海道、青森県、岩手県、秋田県

17 温暖化対策 二酸化炭素削減目標への対応
二酸化炭素排出量及び吸収量の算定手法や削減対策の効果を検証する手法を確立するため、広域的な連携・ネットワー
クによる調査研究を進めるなど、二酸化炭素削減目標に向けての共同の取組みを検討する。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

18 温暖化対策 北海道・北東北森林吸収量検討チーム
北海道・北東北地球温暖化対策推進本部の検討事項である「森林の二酸化炭素吸収量の経済的価値の検討」について検
討

北海道、青森県、岩手県、秋田県

19 温暖化対策 節電及び地球温暖化防止キャンペーン
九都県市が連携し、住民、事業者に対し省エネ・節電行動を呼びかけ、地球温暖化防止に向けた効果的な普及啓発活動
を展開する。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

20 温暖化対策 エコドライブの普及
自動車から排出される大気汚染物質の削減やＣＯ2の削減につながり、さらに燃費向上や交通安全にもつながるエコドラ
イブの普及を図るため、啓発活動を実施する。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

21 温暖化対策 連携協力して行うディーゼル車対策
九都県市で連携しながらディーゼル車規制の効果的な取組を行うとともに、ディーゼル車対策の広報活動及び路上検査
等を実施する。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

22 温暖化対策 目標設定型排出量取引制度 大規模事業所から排出される温室効果ガスの総量削減 埼玉県、東京都

23 温暖化対策 北陸環境共生会議
地球温暖化防止、循環型社会づくりなど北陸地域が横断的に取り組むことによって大きな効果が得られる事業を協働実
施するための組織を設立

石川県、富山県、福井県、北陸経済連合会

24 温暖化対策 中部圏ごみゼロ社会実現推進会議 中部圏におけるごみゼロ社会の実現に向けた広域的な取組を推進するため、構成員で議題を出し合い情報交換を行う。
富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、
滋賀各県及び名古屋市の一般廃棄物行政担当課（室）
長

25 温暖化対策 九州版炭素マイレージ制度事業
九州の家庭でのCO２排出削減を促進するため、電気使用量の削減、森林整備・清掃活動等の環境保全活動、省エネ製品
の購入を行った住民の方にポイント券を交付し、ポイント取扱店において商品やサービスと交換できるようにすること
により、環境に配慮したライフスタイルへのきっかけをつくり、低炭素社会の実現につなげることを目的としている。

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県

26 温暖化対策 地球温暖化防止活動施策の共同研究 ○エコスタイルの推進、ライトダウンキャンペーンの啓発について４県が連携して実施 高知県、徳島県、愛媛県、香川県

27 温暖化対策
地域新版クレジット制度及び環境価値創出研
究事業

○四国における地域ブロック版新クレジット制度の創出と、その環境価値を生かした活用手法の検討について、関係機
関への意見聴取、構成県内の政策合意形成を進めることにより、カーボン・オフセットの地域浸透と四国地域ブロック
版クレジット制度の発足を目指す。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県
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28 温暖化対策 地球温暖化対策の連携

住民に対する地球温暖化防止の普及啓発活動を各県共同で広域的に実施することにより、その効果を広範
囲に広げる。
平成２０年度より、九州・山口各県と経済界が連携し、住民に対する「地球温暖化防止」の普及啓発活動を
広域的に実施している。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

29 自然環境の保全 北海道・東北自然保護主管課長会議
自然環境行政及び鳥獣行政に関する課題や各県の取組について協議，情報交換を行うとともに，国に対する要望を行う
もの。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県

30 自然環境の保全 森林環境の整備促進に向けた情報の共有化
「北海道・北東北森林環境活動推進連絡会」を立ち上げ、各道県の森林環境教育に関する取組状況等を取りまとめ情報
を共有するとともに、４道県連携による情報の共有化の取組として、共通ホームページによる情報共有システムを構築
し活用している。

北海道、青森県、岩手県、秋田県

31 自然環境の保全 世界自然遺産都道府県連絡会議 世界自然遺産の保全に関して、相互に情報交換や連携を図るため 北海道、青森県、秋田県、東京都、鹿児島県

32 自然環境の保全
東北地方海岸林再生に向けたマツノザイセン
チュウ抵抗性クロマツ種苗生産の飛躍的向上
（H25～)

壊滅的被害を受けた東北地方太平洋側海岸林の復旧を図るため、抵抗性クロマツの種苗生産が飛躍的に向上する技術を
開発するとともに、西日本等産苗木の東北地方への順化技術を開発する。

青森県、宮城県、福島県、（独）森林総合研究所、キ
リン（株）、宮城県農林種苗農業協同組合

33 自然環境の保全 飯豊連峰保全連絡会 山岳団体・自然保護団体・行政・一般の登山者等各団体による保全作業、合同保全作業（環境省が事務局） 山形県、福島県、新潟県

34 自然環境の保全 全国土壌汚染対策連絡協議会 全国の１５府県がカドミウムなど土壌汚染対策に関する情報交換を実施 宮城県、秋田県、山形県、新潟県、京都府ほか９県

35 自然環境の保全
(公財)尾瀬保護財団
（H7～）

尾瀬のすぐれた自然環境の保全を図るため、国、地方公共団体及び民間団体等が行う施策と協調しながら、利用者に対
する自然への理解を深めるための解説活動や適正利用に関する普及啓発等を実施する。

福島県、新潟県、群馬県

36 自然環境の保全 南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会
南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会（関係機関が連携して総合的な被害防止体系を確立し、農林水産業被害の軽減等に資
する）へのオブザーバー参加。平成19年度から継続。

宮城県、山形県、福島県、３県の市町村・JA等２７団
体

37 自然環境の保全 富士山憲章推進会議 富士山憲章の周知、定着を図り、富士山環境保全の全国的な運動を推進する
山梨県、静岡県、環境省箱根自然環境事務所、国土交
通省富士砂防事務所、林野庁関東森林局東京事務所、
山梨・静岡両県の関係市町村

38 自然環境の保全 富士山世界文化遺産協議会 世界遺産一覧表に記載された富士山の保存管理及び整備活用並びにその周辺環境の保全を推進すること

山梨県、静岡県、山梨県内関係自治体（富士吉田市、
身延町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河
口湖町、富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合、
鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合）、静岡県内
関係自治体（静岡市、沼津市、三島市、富士宮市、富
士市、御殿場市、裾野市、清水町、長泉町、小山
町）、環境省関東地方環境事務所、林野庁関東森林管
理局、国土交通省富士砂防事務所

39 自然環境の保全 森林の公益的機能拡充推進協議会
森林の公益的機能を維持している河川上流地域を多くもつ県が緊密に連携し、公益的機能の維持に関する諸問題を解決
し、もって健全な森林の造成維持と山村の振興を図る

栃木県、群馬県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、
奈良県

40 自然環境の保全 県域を越える広域対策推進事業費
栃木県と隣接する茨城県の鳥獣害対策に関係する市町で構成している「茨城栃木鳥獣害広域対策協議会」の広域での鳥
獣被害対策を支援し、効果的かつ効率的な鳥獣被害対策を確立するとともに、広域対策のモデルとして他地域への波及
を図る。

茨城県、常陸大宮市、桜川市、笠間市、城里町、大子
町、水戸市、那珂市、常陸太田市、栃木県、大田原
市、那須塩原市、益子町、茂木町、市貝町、那須町、
那須烏山市
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41 自然環境の保全 緑の保全・創出に係る普及啓発 各都県市の緑化政策への取組についてホームページ等の普及啓発ツールを活用し、周知を行う。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

42 自然環境の保全 SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク
国内における多様な主体がその垣根を越え、様々な交流・連携・情報交換等を図るためのプラットフォームを構築し、
SATOYAMAにおける生物多様性の保全や利用の取組を国民的取組へ展開していく。

石川県、福井県など各自治体、環境省、農林水産省の
ほか、各企業・団体、研究機関など計105団体

43 自然環境の保全 県有林中部ブロック会議 都道府県営林が抱える課題等について、状況報告と情報交換及び現地視察を行う。
富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、新潟県の担当
職員

44 自然環境の保全 中部近畿カワウ広域協議会
中部・近畿の地域内におけるカワウによる被害防止及び適切なカワウ個体群の管理を行うため、中部近畿カワウ広域保
護管理指針に基づく活動として、モニタリング調査などを実施する。

富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、徳島県

45 自然環境の保全 海岸漂着物対策検討会
平成24年4月、伊勢湾の流木や生活ゴミなどの海岸漂着物対策について、効率的な発生抑制対策を構築していく。
＜主な取組実績＞
平成26年度　国への政策提言や三県一市で連携した啓発活動、ＮＰＯ等と連携した取組（海岸清掃）等を実施

三重県、岐阜県、愛知県、名古屋市

46 自然環境の保全
平成27年度高標高地域等における指定管理鳥
獣（ニホンジカ）捕獲事業

県境付近で効率的なニホンジカ捕獲を実現するため、隣接する県の関係機関等で構成される協議会等を組織し、連携し
た捕獲体制を構築した上で、共同捕獲に取り組む。

愛知県、群馬県、長野県、愛知県豊根村、群馬県下仁
田町、天龍村、佐久市、豊根村猟友会、下仁田町猟友
会、天龍村猟友会、佐久市猟友会、長野県猟友会

47 自然環境の保全 東海三県一市森林づくり連絡会議
東海三県一市の森林づくりについて情報共有を図るとともに、森林づくりの共通課題等について検討を行うことによ
り、東海三県一市の森林・林業行政のより一層の推進に資する。

愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市の担当職員

48 自然環境の保全 伊吹山自然再生協議会
伊吹山全山の自然環境および景観を保全するため、地元関係者（産・官・民）が一堂に会し、学識経験者および国機関
の助言を得て、協議および事業を行うことを目的とする。

岐阜県、米原市、関係団体、企業等

49 自然環境の保全 野生鳥獣の保護管理対策

・東中国地域（兵庫県、鳥取県、岡山県）に生息 するツキノワグマは絶滅のおそれがある地域個体群とされており、被
害防止と保護の両立に向けて３県が連携し、保護管理対策に取り組んでいる。
・各県が開催している野生鳥獣保護管理対策協議会等に互いにオブザーバー参加して情報を共有
・個体数の推定や、出没予測のための堅果類豊凶調査について兵庫県と同一手法により実施

兵庫県、鳥取県、岡山県

50 自然環境の保全
有害鳥獣対策セミナー等の専門指導員の相互
利用

・県内には被害防止対策や利活用に係る専門家がいない状況にあり、鳥獣被害対策の人材育成に当たり、兵庫県や鳥取
県から専門家の招聘等、県域を越えた専門指導員の相互利用の取組を進めているところである。

兵庫県、鳥取県、岡山県等

51 自然環境の保全 隣接県と連携した広域的な里海づくりの推進
播磨灘海域において、兵庫県・香川県と共同で魚介類の分布場所等の調査（H19～21年度）を行った。平成23年度より生
物的視点からの各県の役割を整理した播磨灘水産環境整備マスタープランを策定し、播磨灘における漁場環境修復と水
産資源の回復のため、県域にとらわれない広域的な環境整備について関係県と連携して取り組んでいる。

兵庫県、岡山県、香川県

52 自然環境の保全 野生鳥獣（ニホンジカ）捕獲促進事業
○ニホンジカによる農林業被害を軽減させるため、４県の対策状況等を情報交換しながら、連携捕獲の取組等の検討を
進める。

高知県、徳島県、愛媛県、香川県

4



１　環境保全系

テーマ 事業名 目的・概要 連携団体

53 自然環境の保全
四国山の日推進事業【高知県】・四国の森づ
くり連携促進事業【徳島県】

○11月11日を「四国山の日」として定め、様々な取組を四国４県と森林管理局、森林ボランティア団体が連携し推進。
○「四国の森づくり」イベントを毎年各県持ち回りで開催

高知県、徳島県、愛媛県、香川県

54 自然環境の保全 ごみ減量化に向けた啓発活動の連携

九州の豊かな自然環境を守り、将来に継承するため、ごみ減量化に向けて、住民に対する広報活動や啓
発活動を各県共同で実施することで、その活動をより効果的なものにするとともに、経費の削減にもつなげる。
・平成19年4月～24年3月「九州統一マイバッグキャンペーン」の実施
・平成24年4月～25年3月「ごみゼロ九州キャンペーン」及び「ごみの減量化」の意識調査
・平成25年4月～「九州まちの修理屋さん」事業の実施

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

55 自然環境の保全 森林の保全・活用の推進の連携
九州山地を中心とした森林が果たす多面的機能を十分に発揮させるため、各県が連携し、森林を保全・
活用する方策を検討する。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

56 自然環境の保全
奄美・琉球諸島　世界自然遺産登録に向けた
取組

「奄美，琉球」の世界自然遺産登録に向けた取組の共同実施や情報共有，意見交換。 沖縄県

57 水質保全 十和田湖の水質保全対策の推進
十和田湖の水質保全に向け、特定環境保全公共下水道の一層の推進を図るとともに、水産資源の確保と水質の保全を共
に満たすための調査研究を進める。

青森県、岩手県、秋田県

58 水質保全
北上川水系水質汚濁対策連絡協議会・阿武隈
川水系水質汚濁対策連絡協議会

水質汚濁対策や河川環境保全に関する情報の連絡調整 岩手県、宮城県、福島県

59 水質保全 阿武隈川サミット 治水・利水計画との調和を図りながら河川環境の保全を推進する。 宮城県、福島県

60 水質保全 関東地方水質汚濁対策連絡協議会
関東一円の利根川、荒川水系等の河川、湖沼及び関係海域について、水質の実態の把握、汚濁の過程の究明、防止・軽
減対策の検討を行うとともに、水質全般についての関係機関の連絡調整を図る。

国土交通省関東地方整備局、(独)水資源機構、東京
都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈
川県、山梨県、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、
さいたま市

61 水質保全 利根川水系上下流交流事業
水の大切さと水を育む森林の大切さについて意識を高め、水源地と受益地の人々の相互の理解を深めることを目的とす
る、群馬県と東京都の人々の交流事業。

群馬県・東京都

62 水質保全
水源河川水質調査等の連携に関する申し合わ
せ

水源河川水質調査及び浄水場原水の水質検査に関する日程調整、情報の共有化及び原因調査等の連携
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、北千葉広域水道企
業団

63 水質保全 東京湾岸自治体環境保全会議 東京湾の水質浄化を図るため、広域的な対策と湾岸住民への環境保全に係る啓発の実施について協議。

千葉県、千葉市、市川市、船橋市、館山市、木更津
市、習志野市、市原市、君津市、富津市、浦安市、袖
ケ浦市、南房総市、鋸南町、東京都、中央区、港区、
江東区、品川区、大田区、江戸川区、神奈川県、川崎
市、横浜市、横須賀市、三浦市

64 水質保全 東京湾の富栄養化対策
東京湾環境一斉調査を継続・発展させることで、湾岸及び流域住民の東京湾再生への関心を醸成するとともに、東京湾
の汚染状況や汚濁メカニズムについて情報収集を行い、水質改善対策に関する検討を進める。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

65 水質保全 東京湾再生推進会議 東京湾の水質汚濁の改善を目的に、関係省庁及び関係地方公共団体を構成員として設置。
環境省、国土交通省、埼玉県、東京都、神奈川県、千
葉県など

66 水質保全 福井・石川湖沼水質保全連携事業
富栄養化の進む湖沼の浄化対策に取り組むため、平成18年に「石川・福井湖沼水質浄化対策研究会」を発足し、効果的
な湖沼水質浄化対策等の情報交換や浄化技術に係る共同研究の検討を行う。

福井県、石川県
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67 水質保全 庄内川水系水質保全連絡協議会
庄内川水系の河川の水質の常時観測体制に関する連絡調整、緊急時の情報及び連絡を円滑にするための調整、水質に関
する資料の収集・整理・保存、水質保全の推進に必要な業務を行う。

中部地方整備局、中部経済産業局、中部近畿産業保安
監督部、東海農政局、岐阜県、愛知県、名古屋市、春
日井市、大治町、始め14市町、名古屋港管理組合

68 水質保全 天竜川水系水質保全連絡協議会
天竜川水系の河川の水質の常時観測体制に関する連絡調整、緊急時の情報及び連絡を円滑にするための調整、水質に関
する資料の収集、整理、保存、水質保全の推進に必要な業務を行う。

中部地方整備局、関連経済産業局、長野県、静岡県、
愛知県、設楽町、東栄町、豊根村始め20市町村、下伊
那郡町村会

69 水質保全 豊川・矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会
豊川・矢作川水系の河川の水質の常時観測体制に関する連絡調整、緊急時の情報及び連絡を円滑にするための調整、水
質に関する資料の収集・整理・保存、水質保全の推進に必要な業務を行う。

中部地方整備局、東海農政局、長野県、岐阜県、愛知
県、豊橋市、岡崎市、豊川市、豊田市始め13市町村、
水資源機構

70 水質保全
木曽川水系水質保全連絡協議会

木曽川水系の河川の水質の常時観測体制に関する連絡調整、緊急時の情報及び連絡を円滑にするための調整、水質に関
する資料の収集・整理・保存、水質保全の推進に必要な業務を行う。

中部地方整備局、中部経済産業局、中部近畿産業保安
監督部、東海農政局、長野、岐阜、愛知、三重県、名
古屋市、水資源機構中部支社

71 水質保全 伊勢湾再生海域検討会
“伊勢湾再生推進会議”において採択された基本方針を受け、海域の観点から行動計画に反映させるべき環境改善の目
標設定、評価方法の考え方及び行政・住民・NPOとの連携手法について検討する。

中部地方整備局、第四管区海上保安本部、中部経済産
業局、中部地方環境事務所、愛知県、三重県、名古屋
市、名古屋港管理組合、四日市港管理組合、学識経験
者

72 水質保全 伊勢湾再生推進会議 伊勢湾及びその周辺地域の総合的な発展と保全を図るため、調査研究、連絡協議、啓発活動などを実施する。

中部地方整備局、第四管区海上保安本部、都市再生本
部事務局、東海農政局、中部森林管理局、水産庁漁港
漁場整備部、中部経済産業局、中部地方環境事務所、
岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、名古屋港管理組
合、四日市港管理組合

73 水質保全 伊勢湾総合対策協議会 伊勢湾及びその周辺地域の総合的な発展と保全を図るため、調査研究、連絡協議、啓発活動などを実施する。 岐阜、愛知、三重の各県知事、名古屋市長

74 水質保全 伊勢湾排出油等防除協議会
伊勢湾等において大量の油又は有害液体物質が流出した場合の防除活動について必要な事項を協議調整し、その実施を
推進する。

第四管区海上保安本部、中部地方整備局、愛知、三
重、名古屋港管理組合、沿岸事業所、愛知県漁連、三
重県漁連　等

75 水質保全 三河湾浄化推進協議会 三河湾の浄化推進のための意識の高揚、協力要請、実践活動の促進等を行う。
三河湾に面する豊橋市、半田市始め13市町（正会
員）、愛知県（賛助会員）、三河湾後背地の新城市、
湖西市始め15市町村、東三河懇話会（協力会員）

76 水質保全 淀川水系水利用検討会
淀川水系水利用検討会は、社会経済情勢の変化等を踏まえ、関係水利使用者等が河川管理者と共に水利用に関する情報
交換や意見交換を行うことにより、淀川水系の水利用に関する現状と課題について認識を共有するとともに、関係者間
の相互理解を醸成し、今後の水利用のあり方について検討を行うことを目的に設置。

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、
大阪広域水道企業団、阪神水道企業団、近畿経済産業
局、近畿地方整備局
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77 水質保全 琵琶湖・淀川流域ネットワーク推進会議

2003年世界水フォーラムを京都で開催した際に開催府県が共同声明を発表し連携することとなった。
水質や生態系など全ての水環境の保全については、流域での一体的な取組が重要であるため、琵琶湖と大阪湾を結ぶ流
域の全域で水環境保全のネットワークの構築に向けて、連携を進 め、これまで水を通じて蓄積されてきた琵琶湖・淀川
流域の豊かな自然、文化、歴史などの資源と英知を活かしながら、環境に配慮した活力と創造性に富む地域社会づくり
をめざすことを目的に設置。

三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府
（事務局）

78 水質保全 公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構 琵琶湖・淀川水系の広域的な水資源調整を含め、水の供給体制確立のための諸調整に共同で取り組む。
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
京都市、大阪市、神戸市、民間団体

79 水質保全
中海の水質浄化及びラムサール条約登録１０
周年記念普及・啓発事業

中海の水質浄化：中海の水質モニタリング、水質汚濁機構の解明につながる各種調査及び利活用に関する取り組み支援
事業
ラムサール：ラムサール条約湿地である中海の環境保全・ワイズユース等の普及啓発事業

鳥取県、島根県、松江市、安来市、米子市、境港市、
国土交通省出雲河川事務所

80 水質保全
渡川（四万十川）水系水質汚濁防止連絡協議
会

渡川水系の河川及び公共の用に供されている水路について水質を調査し、その実態を把握するとともに、汚濁防止対策
の樹立及び緊急時の連絡体制等について各関係機関相互の情報連絡及び調整を図る。

国土交通省中村河川国道事務所、愛媛県、高知県、宇
和島市、鬼北町、松野町、四万十市、宿毛市、四万十
町、檮原町、中土佐町、津野町、三原村

81 水質保全
吉野川水系水質汚濁防止連絡協議会（吉野川
上流部会）

吉野川水系の河川及び公共の用に供されている水路について水質を調査し、その実態を把握するとともに、汚濁防止対
策の樹立及び緊急時の連絡体制等について各関係機関相互の情報連絡及び調整を図る。

国土交通省吉野川ダム統合管理事務所、徳島県、香川
県、愛媛県、高知県、三好市、四国中央市、新居浜
市、南国市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川
村、いの町、独立行政法人水資源機構

82 水質保全 仁淀川水系水質汚濁防止連絡協議会
仁淀川水系の河川及び公共の用に供されている水路について水質を調査し、その実態を把握するとともに、汚濁防止対
策の樹立及び緊急時の連絡体制等について各関係機関相互の情報連絡及び調整を図る。

国土交通省高知河川国道事務所、愛媛県、高知県、土
佐市、高知市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、
久万高原町、日高村

83 水質保全 有明海・八代海等の再生に向けた連携強化
海域環境が悪化し、漁獲量の大幅な減少が続いている有明海及び八代海等を再生するために、関係する６県（福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県）が連携し、水質等環境情報や各種調査情報の共有化、住民への啓発活動
などを実施することにより、総合的な環境対策の推進や調査研究等の活性化、流域住民の環境保全意識の醸成を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県

84
大気汚染、公害

対策
大気環境に関する連携の推進 大気汚染緊急時の連絡体制の整備等 宮城県、山形県

85
大気汚染、公害

対策

関東地方大気環境対策推進連絡会浮遊粒子状
物質調査会議

国民の関心が高い微小粒子状物質（PM2.5）を中心とする大気汚染物質の関東甲信静における汚染実態及び発生源等を把
握し、今後の大気汚染防止対策の一助とするため、関東甲信静１都９県７市の自治体による合同調査を実施している。

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、長野県、山梨県、静岡県、さいたま市、千
葉市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市

86
大気汚染、公害

対策
関東地方大気環境対策推進連絡会 関東地方の大気環境政策に共同して取り組むこと

東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
神奈川県、山梨県、静岡県、長野県、さいたま市、千
葉市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、
環境省（オブザーバーとして）

87
大気汚染、公害

対策
二次生成大気汚染物質等に係る連絡会

目的：広域に移流し、大気中で二次的にも生成する微小粒子状物質（ＰＭ2.5）、光化学オキシダント（Ｏｘ）及びその
原因となる揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等の低減に関する情報を共有し、各都県市が実施する対策の検討に資するこ
と。

東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県、横浜市、川崎市、
千葉市、さいたま市、相模原市
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88
大気汚染、公害

対策
神奈川県と連携した夏季における揮発性有機
化合物（VOC）排出削減対策

揮発性有機化合物（VOC）は、光化学オキシダントや微小粒子状物質（PM2.5）の原因物質であり、特に気温が高い夏季
は揮発しやすい傾向にあるため、神奈川県との共同により、６月から９月までの間を「夏季におけるVOC排出削減対策期
間」として位置付け、VOC排出削減に向けた様々な取組を実施している。

神奈川県、静岡県

89
大気汚染、公害

対策
公害補償地域（大気系）連絡協議会 法律に基づく補償事業の実施自治体おける課題について協議をし、国に対して要望を行う。

東京都（各特別区）、愛知県、岡山県、千葉市、横浜
市、川崎市、名古屋市、東海市、大阪市など42自治体

90
大気汚染、公害

対策
大気汚染公害認定研究会 各地区の公害医療及び公害認定に伴う医学的知識の研修及び審査上における情報交換等を行う。

東京都（各特別区）、愛知県、岡山県、千葉市、横浜
市、川崎市、名古屋市、東海市、大阪市など23自治体

91
大気汚染、公害

対策
低公害車の普及啓発等 低公害車の普及状況調査を実施するとともに、低公害車の効果的な普及啓発を進める。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

92
大気汚染、公害

対策
低公害車指定制度 低公害車の普及拡大を図るため、引き続き指定制度を運用する。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

93
大気汚染、公害

対策
アスファルト混合物事前審査制度に関する検
討委員会

アスファルト混合物の基準試験を事前に審査し、これを認定することによって発注者の承諾行為、請負者の試験業務の
省力化を図る「アスファルト混合物事前審査制度」を適用するための検討を行う。

中部地方整備局、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋
市、名古屋高速道路公社、(一社)岐阜県道路・舗装技
術協会、愛知県アスファルト合材協会、愛知県舗装技
術研究会、(社)名古屋建設業協会、三重県アスファル
ト合材協会、(一社)日本道路建設業協会中部支部

94
大気汚染、公害

対策
東海四県三市大気関係連絡会議 大気環境の保全を図るため、相互の情報交換及び連絡調整を図る。

岐阜、静岡、愛知、三重、名古屋市、静岡市及び浜松
市の大気汚染防止行政担当課長及び職員

95
大気汚染、公害

対策
有害大気汚染物質観測及び緊急時対策の体制
整備

水銀等有害大気汚染物質（２１物質）については、光化学オキシダントや酸性雨等と同様に大陸からの移流の可能性も
あるため、観測データの共有化を図り、各県が連携して広域的な汚染の動向の把握に努めるほか、広域的かつ効率的な
観測体制のあり方について研究する。
特に高濃度の光化学オキシダントについては、近年、西日本一帯で広域的に発生する傾向にあるため、各県間の情報の
共有化や住民への周知及び措置体制の統一を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県

96 廃棄物対策
全国環境衛生・廃棄物関係課長会廃棄物関係
北海道・東北ブロック会
（H2～）

廃棄物行政の発展向上に資するため、廃棄物に関する業務に係る総合の連絡調整並びに課題の検討及び情報の交流を行
う。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、仙台市ほか

97 廃棄物対策
北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る広域協議
会

室蘭市における北海道並びに東北地域、北関東地域、甲信越地域及び北陸地域の１５県のＰＣＢ廃棄物処理事業に関し
て、安全の確保及び運搬に係る調整を図るため。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、その他

98 廃棄物対策 PCB廃棄物対策事業 PCB廃棄物処理計画に基づいた処理に関する協議・調整 宮城県、山形県

99 廃棄物対策 合同スカイパトロール（H6～）
地上から把握が困難な廃棄物の不法投棄の早期発見と県民の不法投棄防止意識を喚起するため，ヘリコプターによる上
空からの監視パトロールを合同で実施する。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、その他警察・海保・仙台市

100 廃棄物対策
青森･岩手県境廃棄物適正処理等合同パト
ロール（H12～）

県境付近における廃棄物の不法投棄を防止するため，隣県等と合同でパトロールを実施するもの。 青森県、岩手県、県境市町村等

101 廃棄物対策
廃棄物の不法投棄防止に係る県境合同パト
ロール（H15～）

県境付近における廃棄物の不法投棄を防止するため，隣県等と合同でパトロールを実施するもの。 宮城県、山形県、福島県、仙台市
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102 廃棄物対策
経済的手法等の活用による産業廃棄物対策搬
入事前協議の条例化及び環境保全協力金制度
整備

・産業廃棄物行政をめぐる課題に対して、３県が連携し、かつ経済的手法という新たな手法を活用した産業廃棄物対策
を進める。
・県外からの産業廃棄物の搬入事前協議の条例化及び環境保全協力金制度の整備。
・搬入事前協議の条例化及び環境保全協力金制度整備

青森県、岩手県、秋田県

103 廃棄物対策 廃棄物対策の広域的な対応
産業廃棄物の不法投棄を防止し、適正な処理を確保するため、北東北三県で、広域的な廃棄物対策を共同で進めるため
の方策について、検討を進める。

青森県、岩手県、秋田県

104 廃棄物対策 県境地域合同不法投棄パトロール
環境地域の環境保全を図ることを目的とし、両県及び関係市町村の連携のあり方等について、会議、パトロールを通じ
て検討・確認を行う。

岩手県、秋田県

105 廃棄物対策
南東北三県不法投棄防止担当職員及び産業廃
棄物適正処理監視指導員等合同研修会（H18
～）

各県市の不法投棄担当職員及び産廃Ｇメンの合同研修及び情報交換を行う。（活動はH14から実施。H18から要領設置） 宮城県、山形県、福島県、仙台市、郡山市、いわき市

106 廃棄物対策
南東北産業廃棄物運搬車両一斉検問（H18
～）

県境を越えて移動する廃棄物について，運搬車両の指導検査を行うことにより，不適正処理の未然防止を図るもの。 宮城県、山形県、福島県、仙台市、郡山市、いわき市

107 廃棄物対策
産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会
（産廃スクラム30）

関東甲信越静岡地区の都県及び政令市等が相互の情報交換、連携、協力体制を確保することにより、広域にわたる産業
廃棄物の不適正処理を防止し、良好な生活環境を確保するとともに、不適正処理発生後の迅速な対応を図る。

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、東京
都、郡山市、いわき市、前橋市、宇都宮市、さいたま
市、川越市、千葉市、船橋市、柏市、横浜市、横須賀
市、川崎市、相模原市、新潟市、長野市、静岡市、浜
松市、高崎市

108 廃棄物対策
廃棄物の処理に関する北関東・信越福ブロッ
ク会議
（H13～）

廃棄物の処理等に関する事務について、廃棄物処理対策の円滑な運営に資するため、参加県等の相互間の連絡調整を図
る。
※その他：茨城・栃木・群馬・長野ほか

福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県

109 廃棄物対策
北陸東海地区適正処理困難指定廃棄物対策協
議会

廃棄物処理法第6条の3に基づく一般廃棄物の指定品目に係わる事業者の協力に関し、事業者と行う協議に臨むにあた
り、市町村の意向の集約化及び情報の把握等を行うことにより、事業者との協議の円滑化を図るため、構成員で議題を
出し合い情報交換を行う。

新潟、富山、石川、福井、長野、静岡、愛知、岐阜、
三重各県及び各県から選出する市

110 廃棄物対策
山梨県・静岡県・神奈川県富士箱根伊豆地域
不法投棄防止連絡会議

３県が連携して富士箱根伊豆地域における不法投棄を防止するため、連絡会議と合同パトロールを定期的に実施する。 山梨県・静岡県・神奈川県

111 廃棄物対策 産業廃棄物収集運搬車両の一斉路上調査 「産廃スクラム３０」と共同して高速道路等で産業廃棄物収集運搬車両を対象とした調査を行う。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市、（九都県市首脳
会議 廃棄物問題検討委員会）

112 廃棄物対策 電子マニフェスト普及促進事業
産業廃棄物の適正処理を推進するため、電子マニフェストの運営事業者と連携して、あらゆる機会を通じて電子マニ
フェストの普及促進を図るとともに、自治体への庁内導入を促進する。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市、（九都県市首脳
会議 廃棄物問題検討委員会）

113 廃棄物対策
福井県・石川県共同による産業廃棄物運搬車
両の路上検査

県境を越えて広域的に移動する産業廃棄物の流出入の実態把握と不法投棄等不適正処理の未然防止を目的に産業廃棄物
運搬車両の路上検査を実施（平成18年度から実施）

福井県、石川県および両県警察

114 廃棄物対策
豊田PCB廃棄物処理事業に係る東海地区広域
協議会

豊田PCB廃棄物処理事業等に係る広域調整に関して安全の確保及び運搬調整を図るため、PCB廃棄物処理の安全対策、収
集運搬及びPCB廃棄物処理計画に関する事項等について検討する。

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜市、静岡市、
浜松市、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、日本環
境安全事業㈱、環境省

115 廃棄物対策 産業廃棄物運搬車両の合同検問
兵庫県と連携し，大鳴門橋を挟んだ淡路側と鳴門側のインターチェンジ出入口付近で，産業廃棄物運搬車両の合同検問
を実施。

兵庫県，徳島県
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116 廃棄物対策 産業廃棄物税の導入
産業廃棄物税の導入にあたり、産業廃棄物が県境を越えて移動している実態を踏まえ、産業廃棄物の排
出抑制やリサイクル等の促進に向けた政策の効果を担保するため、平成１７年度を目途に、九州全域（各県）において
産業廃棄物税の一斉導入を図る。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県

117 その他 「環境未来都市」推進協議会

低炭素型の都市・地域づくりに向けて、環境モデル都市の優れた取組の全国展開を図るとともに、低炭素社会づくりに
積極的に取り組む海外の都市と連携し、２１世紀の人類共通の課題である環境や超高齢化対応などに関して，これを解
決する成功事例を創出し，全国へ展開・波及させることで我が国全体における持続可能な経済社会づくりの推進を図る
とともに，我が国の優れた取組を世界に発信することを目的とする。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、新潟県、その他

118 その他
北海道・東北・北陸ブロック海岸事業担当課
長会議

北海道、東北六県、及び北陸三県における海岸担当課長を参集し、国からの連絡事項、「議題に関する討議」等を議事
として、年１回開催。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、国ほか

119 その他 三陸ジオパーク推進協議会
三陸地域をジオパークとして保全・活用し，関係機関との連携により地域振興の取組を推進し，地域活性化のための活
動を促進する。

青森県、岩手県

120 その他 環境分野における国際協力
環境分野における国際協力・途上国支援については、ＪＩＣＡ横浜が企画する「青年研修事業」に参画し、研修員の受
入れを実施する。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎
市、千葉市、さいたま市、相模原市
（九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

121 その他 東海ブロック騒音・振動・悪臭連絡協議会 騒音、振動及び悪臭に関する相互の情報交換及び連絡協議を図ることにより、生活環境の保全に資する。
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、名古屋市、岐阜
市、静岡市、浜松市、沼津市、富士市、豊田市、豊橋
市、春日井市、四日市市、一宮市、岡崎市

122 その他
東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行
委員会

官民協働により、循環型社会の形成に資するグリーン購入の普及・促進を図る。（東海3県内の参加店舗で、グリーン購
入キャンペーンを実施。対象商品のコーナーの設置、懸賞応募などを行う。）

愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市の担当課長、日本
チェーンストア協会中部支部事務局長、グリーン購入
ネットワーク事務局長、(財)日本環境協会エコマーク
事務局

123 その他 東海三県一市広域環境対策協議会 東海三県一市の環境改善を図るため、自動車環境対策をはじめとする広域的な環境対策の円滑な推進を図る。 岐阜県、愛知県、三重県及び名古屋市の環境部局長

124 その他 山陰海岸ジオパークの推進
山陰海岸に存在する地質遺産を、地域住民、事業者、行政が協働して保全するとともに、地域の歴史・文化資源と合わ
せ、地球・地域を理解する教育や普及啓発に努め、魅力的で特徴のあるジオツーリズムをはじめとするジオパークの活
動の展開を通じて、地域経済の活性化を図り、持続可能な地域社会の形成をめざす。

京都府、兵庫県、鳥取県、京丹後市、豊岡市、香美
町、新温泉町、岩美町、鳥取市、商工会・観光協会等

125 その他 三県境地域創生会議

岡山県、鳥取県及び兵庫県の三県境地域の課題解決及び地域の活性化を目的に、三県境に近接する６市町村が「三県境
地域創生会議」を設立し、連携・協力を図っており、美作県民局もオブザーバーとして参加している。
（第１回会議　平成26年12月25日）
構成市町村　　岡山県：美作市、西粟倉村
鳥取県：智頭町
兵庫県：宍粟市、上郡町、佐用町
オブザーバー：岡山県：美作県民局／鳥取県：本庁地域振興課／兵庫県：西播磨県民局

兵庫県、鳥取県、岡山県

126 その他 酸性雨観測体制整備の連携
九州・山口各県が共同で酸性雨の観測を行い、広域的な観測体制の整備を図ることで、原因の解明と早
期の対応につなげる。

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県、山口県
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