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参考資料 

１ 策定の経過 

（１）検討の経緯等 

年月日 区分 内容 

平成 20 年 
４月 22 日 

環境管理推進委員会幹事会 環境の現状と課題、施策の方針等について検討 

５月 15 日 環境審議会 計画改定について諮問 

７月 11 日 
第１回 
環境基本計画策定専門委員会 

環境の現状と課題、計画の構成、めざす姿等について

検討 

９月 ５日 
第２回 
環境基本計画策定専門委員会 

第二次長野県環境基本計画(仮称)骨子案について検

討 

11 月 ６日 環境審議会 
専門委員会中間報告 

第二次長野県環境基本計画(仮称)骨子について検討 

12 月 18 日 
第３回 
環境基本計画策定専門委員会 

第二次長野県環境基本計画(仮称)素案について検討 

平成 21 年 
１月 15 日 

環境管理推進委員会 第二次長野県環境基本計画案について検討 

１月 22 日 環境審議会 
専門委員会検討結果報告 

第二次長野県環境基本計画答申案について検討 

２月 12 日 知事への答申 

２月 13 日 計画決定 

 

（２）県民等の意見の把握 

年月日 区分 内容 

平成 20 年 
  2/12 

信州豊かな環境づくり県民会議
パートナーシップ会議 

計画改定の方向性について意見交換 

5/1～5/30 意見募集 
環境の現状や望ましい環境の姿について 

〔18件〕 

9/29～10/28 意見募集 
第二次長野県環境基本計画(仮称)骨子について 

〔17件〕 

10/7～10/16 地域懇談会 
県内10広域圏ごとに各種団体、市町村など地域の方々

と意見交換〔各種団体等からの出席者数 198名〕 

12/15～ 
平成 21 年 

1/13 
意見募集 

第二次長野県環境基本計画(仮称)素案について 

〔21件〕 
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（３）長野県環境審議会への諮問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）長野県環境審議会からの答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 環政 第 49 号 

平成 20 年(2008 年)5月 15 日 

長野県環境審議会 
会長 北 條 舒 正  様 

長野県知事 村 井  仁 
 

長野県環境基本計画の改定について(諮問) 
 

 標記の事項について、長野県環境基本条例第 8条第 3項の規定により、貴審議会の意見を

求めます。 
（諮問の趣旨） 
 長野県環境基本計画は、「すべてのものの参加と連携の下、自然と人とが共生し、環境へ

の負荷の少ない持続的に発展することができる郷土」の実現に向けて、長野県環境基本条例

第 8 条第 1 項の規定により、環境の保全に関する各種施策を総合的かつ計画的に推進するた

めの基本となる計画として、平成 9 年 2 月に策定され、平成 13 年 2 月に施策、目標等の一

部見直しが行われました。 

 この計画では、「自然と人とが共に生きる郷土」など 6 つの項目を長野県の目指すべき姿

とし、その実現に向けた施策展開の方向を示しており、この計画に基づく施策の推進を通じ

て本県の豊かな環境の保全に一定の成果を挙げているところです。 

しかし、現行の計画は、当面平成 16 年度を目標年度として改定されたものであり、その

後の改定が行われていないために、新たな施策の方向性と目標を定めることが必要となって

います。また、改定後 7年が経過しており、地球温暖化問題の顕在化など、環境をめぐる状

況の変化や、新たな課題に対応する必要が生じています。 
 このため、健全で豊かな環境の恵みを将来にわたって維持し、環境への負荷の少ない持続

可能な社会を実現するため、環境基本計画を改定したいので、貴審議会の意見を求めます。 
 

平成 21 年(2009 年)2月 12 日 

  長野県知事  村 井  仁  様 

長野県環境審議会 

会長 藤 縄 克 之 

 

長野県環境基本計画の改定について（答申） 

 

 平成 20 年５月 15日付け 20環政第 49 号による標記の諮問に対し、別添のとおり答申しま

す。 

 



資－3 

（５）審議会委員、専門委員（五十音順、敬称略） 

 

①長野県環境審議会委員 

区分 氏   名 職  名  等 備考 

青山 貞一 武蔵工業大学環境情報学部教授 ～H20.8.24  

池田 こみち (株)環境総合研究所副所長 ～H20.8.24  

大槻 憲雄 長野県農業協同組合中央会副会長 ～H20.8.24  

亀山  章 東京農工大学大学院教授   

川妻 干将  長野大学非常勤講師   

栗田 たか子 環境カウンセラー   

三枝  守 長野県漁業協同組合連合会代表理事会長 ～H20.8.24  

阪本 将英 専修大学商学部准教授 ～H20.8.24  

佐々木 正孝 長野県中小企業団体中央会専務理事 ～H20.8.24  

清水 久美子 コープながの政策企画室次長 ～H20.8.24  

高木 直樹 信州大学工学部教授   

種山 浩志 日本労働組合総連合会長野県連合会副会長 ～H20.8.24  

茅野  實 (社)長野県環境保全協会長   

中澤 朋代 松本大学総合経営学部専任講師 H20.8.25～ 

中堀 謙二 信州大学農学部講師   

中村 浩志 信州大学教育学部教授   

中村 義幸 公募委員 H20.8.25～ 

野溝  伯 (社)長野県猟友会常務理事 ～H20.8.24  

橋爪 伸夫 元セイコーエプソン(株)取締役 ～H20.8.24  

花里 孝幸 信州大学山岳科学総合研究所教授   

林  和弘 飯伊森林組合代表理事組合長 H20.8.25～ 

日置 勇二 日置電機(株)取締役会長 H20.8.25～ 

平栗 幹夫 (社)長野県産業廃棄物協会長 ～H20.8.24  

平林 道夫 長野県森林組合連合会理事兼参事 ～H20.8.24  

委 
 

 
 
 

 
員 

福田 志乃 地域政策プランニング代表 ～H20.8.24  
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②長野県環境基本計画策定専門委員 

 

藤縄 克之 信州大学工学部教授 
H20.8.25 から 

会長  

藤原 忠彦 川上村長   

藤本 人寿 ＪＡ長野中央会地域農政部長 H20.8.25～ 

北條 舒正 信州豊かな環境づくり県民会議会長 
H20.8.24 まで 

会長・委員 

味木 美隆 
(有)環境経営コンサルティング研究所代表取締
役社長 

～H20.8.24  

三宅 康幸 信州大学理学部教授 ～H20.8.24  

守屋 やす子 
セイコーエプソン(株)地球環境推進部（環境担
当）主事 

H20.8.25～ 

山崎 泰正 長野中央法律事務所弁護士 ～H20.8.24  

山田 勝文 諏訪市長   

若林 邦彦 
アネックスインフォメーション(株)代表取締役
社長 

～H20.8.24  

小池 幸男 国土交通省北陸地方整備局企画部長   

野口 明史 環境省長野自然環境事務所長   

平野 秀樹 林野庁中部森林管理局長   

特
別
委
員 

安田  実 国土交通省中部地方整備局企画部長   

氏   名 職  名  等 備考 

表  秀孝 長野大学名誉教授   

梶田 能孝 (社)長野県経営者協会総務部次長   

亀山  章 東京農工大学大学院教授 委員長 

国田 裕子 長野県ネイチャーゲーム協会理事   

高木 直樹 信州大学工学部教授   

茅野  實 (社)長野県環境保全協会長 委員長代理 

中澤 朋代 松本大学総合経営学部専任講師   

花里 孝幸 信州大学山岳科学総合研究所教授   

平林 道夫 長野県森林組合連合会理事兼参事   

宮原 則子 環境カウンセラー   


