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あ 行 
アースキッズ 

静岡県が行う子どもたちがリーダーとなって家庭で地球

温暖化防止に取り組むプログラム。小学校高学年が対象で、

ワークブックを使った家庭での取り組みと、学校での体験

学習等を通して、地球温暖化について学び、自分たちにで

きることを考え実践する。 

 

アイドリングストップ 

大気汚染や騒音の防止、地球温暖化の原因となる二酸化炭

素の排出を抑制するために、自動車の駐停車時における不

必要なエンジンの使用を止めること。 

 

悪臭 

いやな「におい」、不快な「におい」の総称。環境基本法

により、大気汚染や水質汚濁などと並んで典型七公害の一

つになっている。悪臭防止法で規制がなされている。 

 

アスベスト 

石綿ともいわれ、天根に存在する繊維状の鉱物。軟らかく、

耐熱・耐摩耗性に優れているため、ボイラー暖房パイプの

被覆、建築材など広く利用された。しかし、繊維が肺に突

き刺さったりすると肺がんや中皮腫の原因になることが

明らかになり、平成元（1989）年に大気汚染防止法に基づ

く「特定粉じん」に指定され、使用制限又は禁止されるよ

うになった。 

 

生垣づくり補助金 

牧之原市で実施する、花と緑のまちづくりを推進するとと

もに、ブロック塀等の倒壊による地震災害などの防止施策

として、自己の居住用住宅の道路面に生垣を設置する方に

交付する補助金。 

 

磯焼け 

沿岸海域で、海藻が著しく減少・消失し、海藻が繁茂しな

くなる現象を指す。それに伴って、アワビやサザエ等の生

物が減少する現象。 

 

一等米 

品位等検査（品質の検査）にて、一等級であると認められ

た米のこと。基本的な基準は見た目で、等級には、一等級、

二等級、三等級、規格外の４ランクがある。 

 

一般廃棄物処理基本計画 

市町村のごみの処理方法を定める基本的な計画で、当該市

町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定める

こととされている。 

 

インバータ 

直流または交流から、周波数の異なる交流を発生させる電

源回路、またはその回路を持つ装置のことで、様々なモー

ターの回転をコントロールし、エネルギーを有効に使うこ

とができるようになる。 

 

浮皮（うきかわ） 

ミカンなどの柑橘類において、果皮と果肉が分離して、貯

蔵・輸送中に腐敗しやすくなる現象。 

 

雨水排水ます 

雨水を排水路に放流する途中に設置される「雨水貯留設

備」。雨水に混合する土砂や枯葉などを沈殿させ、一時的

に雨水を貯留して流量を調節する機能がある。 

 

ウンシュウミカン 

ミカン科の常緑低木またはその果実のこと。様々な栽培品

種があり、果実が食用にされる。 

 

エコアクション21 

中小事業者の環境への取組を促進するとともに、その取組

を効果的・効率的に実施するため、中小事業者でも容易に

取り組めるようにした環境マネジメントシステム。環境省

が策定し、一般財団法人持続性推進機構が平成16（2004）

年10月から「エコアクション21認証・登録制度」を実施

している。 

 

エコドライブ 

省エネルギー及び二酸化炭素や大気汚染物質の排出削減

のための運転技術を指す概念のこと。主な内容は、アイド

リングストップの実施、経済速度の遵守、急発進や急加速、

急ブレーキを控えること、適正なタイヤ空気圧の点検など

がある。 

 

エネルギー基本計画 

日本の長期的なエネルギー政策の取組みにおいて、もっと

も基本的で重要な政策方針を示す政策文書のこと。最新の

第６次計画では、再生可能エネルギーや原子力などのＣＯ

2を出さない発電方法の比率を令和元（2019）年の24％程

度から、令和 12（2030）年には 59％程度に、エネルギー

自給率を30%にまで引き上げる目標が掲げられた。 

 

エネルギータウン構想 

エネルギーの地産地消を目指し、牧之原市が平成 25

（2013）年７月に策定した構想。太陽光発電、風力発電、

バイオマスエネルギー等の再生可能エネルギーを活用す

る計画となっている。 

 

温室効果ガス 

二酸化炭素、水蒸気、メタン、亜酸化窒素、フロンなどは

「温室効果ガス」と呼ばれる。地表から放射される赤外線

を吸収するため、地球は大気のない場合に比べて温かく保

たれている。近年、温室効果ガスの増加によって発生する

地球温暖化が懸念されている。 

 

 

 

４ 用語集 
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か 行 
海岸リーフ 

浜辺から少し離れた海の中に、海岸線と並行の形で設置す

る「幅広型の潜堤」のこと。波の力や勢いを打ち消すとい

うのが主な役割。 

 

海棲（かいせい）哺乳類 

海に生息する哺乳類のこと。クジラ、イルカ、アシカ、セ

イウチ等。 

 

外来生物 

もともとその生物が住んでいなかった地域に、貿易や人の

移動などを介して意図的・非意図的に持ち込まれた動植物

のこと。主に外国から日本に入ってきた生物を指すが、国

内の他地域からの移入でも外来生物となる。 

 

外来生物法 

海外からの外来生物による日本の生態系、人の生命や健康、

農林水産業への被害を防止するために、飼養、栽培、保管

又は譲渡、輸入などを禁止するとともに、国などによる防

除措置などを定めている。正式名称は「特定外来生物によ

る生態系等に係る被害の防止に関する法律」。平成

17(2005)年６月施行。 

 

合併処理浄化槽 

風呂や台所排水などの生活雑排水と、し尿を合わせて処理

する浄化設備のことである。し尿だけしか処理できない単

独浄化槽に比べ、水質汚濁物質の削減量が極めて多い。小

さな集落などでの生活排水処理の有力な方法となってい

る。 

 

環境基準 

環境基本法では、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及

び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を

保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望

ましい基準と定められている。 

 

環境基準Ｂ類型 

川では水の利用目的などに応じて、ＡＡからＥまでの６つ

の類型を定めていて、ＡＡ類型が最もきれいな水で、Ｅ類

型が最も汚い水である。Ｂ類型はサケ科魚類およびアユ等

貧腐水性(きれいな水)水域の水産生物用および水産３級

の水産生物用と定義される。 

 

環境教育 

環境や環境問題、環境保護に対する興味・関心を高め、必

要な知識・技術・態度を獲得させるために行われる教育活

動のこと。人間全体に関わる問題として、学校以外でも

様々な活動が行われている。関連する学問分野は教育学、

心理学、医学、人類学、社会学など多岐に及ぶ。日本では、

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関

する法律の第２条第３項において「環境教育とは、環境の

保全についての理解を深めるために行われる環境の保全

に関する教育及び学習をいう。」とされている。 

 

環境への負荷 

人の活動により環境に与える影響で、環境を保全する上で

支障の原因となるおそれのあるもののこと。工場・家庭か

らの排水やごみ、自動車の排気ガスなどのほか、自然を破

壊する原因となるものや、二酸化炭素のように蓄積した結

果、支障を生ずる可能性のあるものも含まれる。 

 

環境保全型農業 

農薬や化学肥料などの使用量の削減、有機物を積極的に利

用した土づくりなどの実施により、環境に与える負荷をよ

り少なくし、持続可能な生産を目指した農業。 

 

環境保全協定 

環境保全の一つの手段として、地方公共団体又は住民と企

業との間で締結される協定を指す。これらの協定は法令の

規定基準を補完し、地域に応じた環境保全の目標値の設定、

具体的な対策の明示などを内容とし、法律や条例の規定と

並ぶ有力な環境保全対策の手段として広く利用されている。 

 

起郷家教育 

子どもたちに「次代を切り拓く力」を育むため、キャリア

教育を軸とした牧之原市のプログラムのこと。キャリア教

育とは、国では「一人一人の社会的・職業的自立に向け，

必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して，キャ

リア発達を促す教育」と定義している。牧之原市では、キャ

リア教育を「起郷家（郷に学び、自らの将来を見通し、行

動を起こす）教育」と名付け、９年間のプログラムを作成

して、子どもたちが段階的に必要な力を身に付けることが

できるようにしている。 

 

企業脱炭素化支援センター 

2050 年のカーボンニュートラルに向けて、静岡県内企業

の脱炭素化支援プラットフォームとして、令和４（2022）

年４月に、（公財）静岡県産業振興財団が設置した。脱炭

素への取組や補助金等の相談に対応している。 

 

気候変動適応（関東）広域協議会 

地域での気候変動の適応策等に関する連携を深めること

を目的に全国に７つの広域協議会が設置されている。静岡

県は関東広域協議会に属している。 

 

気候変動適応センター（国立環境研究所） 

日本における気候変動適応施策推進のために気候変動影

響や適応に関する情報基盤の確立を進め、地域の気候変動

適応計画づくりや適応施策に役立つ技術的情報を提供し、

各種支援を行っている。事務局は国立環境研究所に設置さ

れている。 

 

気候変動適応法 

気候変動に起因して、生活、社会、経済及び自然環境にお

ける気候変動影響が生じていること並びにこれが長期に

わたり拡大するおそれがあることに鑑み、影響及び情報の

提供その他必要な措置を講ずることにより、気候変動適応

を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生

活の確保に寄与することを目的とし、平成 30（2018）年

12月に施行された法律。 
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京都議定書 

温暖化に対する国際的な取組のための国際条約。平成９

（1997）年に京都で開催された国連気候変動枠組条約第３

回締約国会議（ＣＯＰ３）で採択されたため、「京都」の

名が冠されることになった。この取決めに基づき、日本政

府も平成２（1990）年比で平成20（2008）～平成24（2012）

年に６％の温室効果ガスの排出量削減を義務付けられ、こ

の目標は達成された。 

 

業務その他 

エネルギー消費や温室効果ガス排出量について示す際に、

産業部門、家庭部門、業務その他部門、運輸部門、廃棄物

部門の５つが基本的な構成であり、業務その他部門は、事

務所、店舗、ホテル、学校等における活動を指す。 

 

グリーン購入 

製品やサービスを調達する際に、価格や機能、品質だけで

なく、環境への負荷が極力少ないもの（エコマーク製品に

代表される環境保全型製品など）を優先的に選択すること。 

 

グリーンバンク事業 

園芸技術に優れ、各地域で活発に活動している緑化ボラン

ティア団体に補助金を支給して、緑化活動を支援する（公

財）静岡県グリーンバンクが行っている事業活動。 

 

グリーンリカバリー 

新型コロナウイルス感染症の流行で落ち込んだ世界経済

の再起を図るのに際し、脱炭素社会など環境問題への取組

も合わせて行おうとするアフターコロナ（新型コロナウイ

ルス感染症の世界的な流行の終息後）の政策の一つ。 

 

景観行政団体 

各地域の良好な景観を形成・保全するための諸施策を、主

体となって実施する地方自治体のことで、景観計画の策

定・変更、景観計画に基づく行為の規制、景観協議会の設

立・運営、景観整備機構の指定などを行う。本市は平成

21（2009）年11月１日から景観行政団体となった。 

 

景観計画 

地域の個性や特徴に応じた景観づくりを進めるための計

画。 

 

現状趨勢（すうせい）ケース 

エネルギーの使い方や機器などは特段の対策をせず現状

のまま推移するものとして、経済活動や世帯数などの活動

量のみが増減するとした想定のもとでの推計のこと。 

 

懸濁物質（けんだくぶっしつ） 

ＳＳ（エスエス）と同意。英数の「Ｓ」参照。 

 

高温障害 

その作物の生育に適した気温（生育適温）よりも高温の環

境下に置くことによって、しおれるなど、作物に生理障害

（正常な生長・発育が行なわれず発生する障害）をひきお

こす現象。 

 

公害 

環境基本法第２条では、公害とは、「事業活動その他の人

の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質

汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、及び悪臭に

よって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを

いう。」と定義している。 

 

公害防止協定 

企業と地方公共団体又は住民との間で結ばれた、公害を防

止するための協定。公害防止のため、使用燃料やばい煙の

排出量などを取り決めるなど、企業の義務を定める。 

 

光化学オキシダント(ＯX) 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が、強い紫外線を受け、光

化学反応を起こして生成するオゾン、アルデヒドなどの総

称で、主成分はオゾンである。眼や気道の粘膜を刺激する

などの健康被害や植物の葉の組織破壊などを生じさせる。 

 

荒廃農地再生・集積促進事業費補助金 

荒廃農地を再生する際の費用を軽減し、荒廃農地のさらな

る活用を促進し、農業者の経営発展を支援するための補助

制度。 

 

コージェネレーション 

電気と熱を同時につくるシステムのこと。電気をつくり、

その時に出る熱で部屋を暖ためたり、お湯を沸かしたりす

ることができる装置。 

 

さ 行 
サーキュラーエコノミー 

これまで経済活動の中で廃棄されていた製品や原材料な

どを「資源」と考え、リサイクル・再利用などで活用し、

資源を循環させる、新しい経済システム。 

 

再生可能エネルギー 

エネルギー源として永続的に利用することができる再生

可能エネルギー源を利用することにより生じるエネル

ギーの総称。太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオ

マスなど。 

 

再保険料 

再保険とは、保険において、責任の一部または全部を他の

保険者に移転し、相手方保険者がそれを引き受ける損害保

険をいう。「保険の保険」なので「再保険」という。この

制度は原保険者が危険を分散したり、収益を追求したりす

るために行われる。 

 

里海（さとうみ） 

環境保全や漁場・資源の管理など，地域に応じた人手が加

わることにより，生物生産性と生物多様性が高くなった沿

岸海域のこと。 

 

里山・里地（さとやま・さとち） 

集落と、その周辺にある農地・ため池・管理されている山

や森林などからなる地域のこと。人の手が入ることによっ
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て生態系のつりあいが保たれているのが特徴で、農林資源

の供給や文化の継承、生物多様性などの点から重要視され

る。 

 

3010運動 

宴会時の乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみ、終了

10分前になったら、自席に戻って料理を食べきるという運

動のこと。  

 

産業用ＨＰ（ヒートポンプ） 

工場の中には様々な工程で熱が発生している設備がある

が、一般的には有効利用されていない。これら廃熱を有効

利用する仕組み。捨てられていた熱を利用するため省エネ

ルギーに繋がる。 

 

自産自消（じさんじしょう） 

地産地消の派生語で、自ら生産した農産物などを自分で消

費すること。農林水産業だけではなく、エネルギー分野で

も使用されることがある。 

 

静岡県気候変動適応センター 

気候変動の影響は、気候、地理的、社会経済等の条件によっ

て地域ごとに大きく異なることから、気候変動適応法では、

全ての地方公共団体に対し、地域特性に応じた適応施策の

推進を求めている。本県では、気候変動影響による被害の

回避・軽減を図るとともに、事業者や県民の理解や行動を

促進することを目指し、令和元（2019）年３月に「静岡県

の気候変動影響と適応取組方針」を策定するとともに、地

域における気候変動影響や適応に関する情報の収集、分析、

提供等を行う拠点として、静岡県環境衛生科学研究所内に

「静岡県気候変動適応センター」を設置した。 

 

静岡県のみずべ100選 

県民のみずべに対する認識を高め、地域の特色を生かした

みずべづくりに役立てるために、県民からの推薦を集めて

静岡県が平成３（1991）年に選定した。「自然景観が優れ

たもの」、「人工的でも景観が優れたもの」、「地域の暮

らしと深く関わり、愛着をもって接しているもの」、「人々

が安らぎと潤いを感じるもの」、「歴史性・文化性に富ん

だもの」を選定要素とした。牧之原市では、静波海岸や相

良海岸など３箇所が選定されている。 

 

静岡県版レッドデータブック 

平成16（2004）年３月に静岡県により発刊された｢まもり

たい静岡県の野生生物－県版レッドデータブック－動物

編｣及び｢まもりたい静岡県の野生生物－県版レッドデー

タブック－植物編｣のことで、静岡県における絶滅に瀕し

ている野生動植物種が段階ごとに区分されている。 

 

臭気指数 

人の嗅覚を使ってにおいを判断し、その結果から算出され

た「臭気指数」を使って工場などからの悪臭の排出を規制

するもの。従来は悪臭物質の濃度を機器で測定し、その濃

度によって規制していたが、悪臭は複数物質の存在により、

においの程度が変化する可能性があり、複数物質を機器で

測定するにも限界があることから、臭気指数の導入が増え

ている。 

 

従業者数 

当該事業所に所属して働いている全ての人のことをいう。 

他の会社などの別経営の事業所へ派遣されている人も含

まれる。 一方、当該事業所で働いている人であっても、

他の会社などの別経営の事業所から派遣されているなど、

当該事業所から賃金・給与（現物給与を含む。） を支給

されていない人は従業者に含めない。 

 

準用河川 

一級河川や二級河川に指定されていない河川で、市町村長

が公共性の見地から重要と考え指定した河川。 

 

植物プランクトン 

陸上の植物と同じく光合成を行う水中に漂っている小さ

な生き物で。大きさは1,000分の１ｍｍから１ｍｍ以上の

ものまで多種にわたり、自分で動くことのできる 種類も

いる。 

 

浸透性ます 

雨水を貯留する設備である「桝（ます）」のうち、側面及

び 底面にある浸透孔から雨水を地中に浸透させる構造の

「ます」。 

 

水源かん養機能 

森林は大雨が降った時の急激な増水を抑え（洪水緩和）、

しばらく雨が降らなくても流出が途絶えないようにする

（水資源貯留）など、水源山地から河川に流れ出る水量や

時期に関わる機能。より広い意味では、水質浄化を含む。 

 

スマートコミュニティ 

地域社会がエネルギーを消費するだけでなく、つくり、蓄

え、賢く使うことを前提に、地域単位で統合的に管理する

社会。産業や社会生活の基盤となる住宅、施設、交通網、

公共サービスなどがＩＴを利用することで、エネルギーの

最適な活用ができる。 

 

スマートホームデバイス 

スマートホームシステム（家庭内の電化製品をネットワー

クでつないで一括管理するシステム）を構成するための単

体の機器や装置のこと。 エアコン、テレビ、レコーダー、

照明器具などのように赤外リモコンで操作する機器の操

作信号を学習して、 各機器をまとめてリモート操作でき

る。 専用アプリを使用すれば、室内や外出先などからス

マートフォンでコントロールできる。 

 

スマートメーター 

一定時間ごとの電気の使用量を計測することができ、かつ

通信機能を保有しているメーター。各家庭の電気の使用形

態を把握することが可能となり、電気料金の抑制や節電に

役立てることができる。 

 

生態系 

食物連鎖などの生物間の相互関係と、生物をとりまく無機

的環境（水、大気、光など）の間の相互関係を総合的にと
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らえた生物社会のまとまりを示す概念である。 

 

生物季節 

生物に見られる季節現象ことで、芽吹き、開花、結実、紅

葉などのこと。 

 

生物多様性 

人間などの動植物から、菌類などの微生物まで、地球上に

生息するすべての「いきもの」が支えあいバランスを保っ

ている状態のこと。 

 

世界農業遺産 

伝統的な農業と、農業によって育まれ維持されてきた農地

やため池・水利施設などのかんがい、技術、文化風習、風

景、そしてそれを取り巻く生物多様性の保全を目的に国連

食糧農業機関（ＦＡＯ）が認定するもの。正式名称は世界

重要農業遺産システム。 

 

早生樹 

早く成長する樹種のこと。５年から25年位の比較的短期で

の収穫が可能で、キリ・センダン・ユリノキ・チャンチン

モドキ・コウヨウザン等の種類がある。 

 

た 行 
ダイオキシン類 

有機塩素系化合物の一つである。毒性（発がん性、生殖毒

性、免疫毒性、神経毒性など）が強く環境中で分解されに

くいため長期間にわかり残留する。廃棄物の焼却、塩素に

よるパルプなどの漂白、あるいは塩素系農薬などの化学物

質合成時の副産物として非意図的に生成される。 

 

耐候性ハウス 

最近の異常気象を踏まえ、これまでほとんどなかったよう

な強風、積雪等に耐えることができるビニールハウス。 

 

多自然川づくり 

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴

史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物

の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出

するために、河川管理を行うことをいう。以前は「多自然

型河川づくり」と呼ばれていた。 

 

脱炭素 

脱炭素とは、地球温暖化の原因となる代表的な温室効果ガ

ス（二酸化炭素等）の排出量をゼロにする取組のこと。温

室効果ガス排出が実質ゼロになった社会のことを「脱炭素

社会」という。 

 

地域循環共生圏（ローカルＳＤＧｓ） 

それぞれの地域にある、異なる再生可能な資源を循環させ

て有効利用し、地域の特徴によって補完し合うことで、地

域の活力を最大化させて持続可能な自立分散型の社会を

形成するというコンセプトのこと。環境省は、自立分散

（オーナーシップ）×相互連携（ネットワーク）×循環・

共生（サステナブル）＝活力あふれる地域循環共生圏→「脱

炭素化・ＳＤＧｓの実現、そして世界へ」をタイトルに掲

げ、地域循環共生圏を推進している。（出典元：

https://www.env.go.jp/content/900538750.pdf （環境

省）） 

 

地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

都道府県及び市町村が作成する温室効果ガス削減のため

の実行計画（事務事業編）であり、都道府県及び市町村の

事務事業から排出される温室効果ガスが対象となる。対象

は地方公共団体の行う事務・事業となる。 

 

地球温暖化対策（地方公共団体）実行計画（区域施策編） 

区域から排出される温室効果ガス削減のための実行計画

（区域施策編）であり、都道府県、政令指定都市、中核市、

特例市に策定義務がある。対象とするのは区域全体、つま

り住民や事業者も含む。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）で採択された「京都

議定書」を受けて、国、地方公共団体、事業者、国民が一

体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定

めたもの。平成11（1999）年４月施行。 

 

地球温暖化防止活動推進員 

地球温暖化対策推進法に基づき、地域における地球温暖化

の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地

球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に識見を有

する人が知事の委嘱により活動する。 

 

地産地消 

地域生産地域消費の略語で、地域で生産された農産物や水

産物をその地域で消費すること。食や環境に対する安全・

安心志向の高まりを受けて、消費者と生産者との「顔が見

える」関係の構築に資する動きとして注目されている。ま

た、輸送エネルギーの省エネ化や地元農林水産業の振興に

も効果が期待できる。 

 

地中熱ヒートポンプ 

地中は深さ10ｍ以深は季節に関わらずおよそ15℃であり、

不凍液や水を循環させて地中の夏を冷暖房に利用するシ

ステム。 

 

鳥獣被害防止計画 

イノシシなどの野生鳥獣による生活環境や農作物に対す

る被害を防止するために国や県、市町がつくる計画。 

 

鳥獣保護区 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」

により、鳥獣の保護繁殖を図ることを目的として定められ

る区域のことである。同区域内での狩猟は禁止されている。 

 

中水（ちゅうすい） 

中水とは、通常の生活に使う水の「上水」と、生活する上

で排出される「下水」との中間の水のこと。雨水を貯留し

て、庭木の散水に使用する等により「中水」が活用される。 

https://www.env.go.jp/content/900538750.pdf
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調整池 

集中豪雨時、河川に一気に雨水等が流れ込まないように、

雨水を一時的に貯水する池をいう。大規模宅地造成時に設

置されたものが多い。 

 

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ） 

ＩＴなど進化したデジタル技術を浸透させることで人々

の生活をあらゆる面でより良い方向へ変化させるという

概念。インターネットやデジタル機器を利用し、生活や仕

事の効率をあげること。 

 

デング熱 

蚊に刺されることによって感染する疾患で、急激な発熱で

発症し、発疹、頭痛、骨関節痛、嘔気・嘔吐などの症状が

見られる。発症後２～７日で解熱し、発疹は解熱時期に出

現する。 

 

天然ガス・燃料電池コージェネレーション 

都市ガスやＬＰガス等から作りだした水素と空気中の酸

素を化学反応させて「発電」を行い、その際に生じる熱を

利用して給湯を行うシステムで、燃料の持っているエネル

ギーを燃やさずに直接利用するので、高い発電効率が得ら

れる。代表的な家庭用燃料電池コージェネレーション製品

としてエネファームがある。 

 

道路啓開（どうろけいかい） 

災害発生後、緊急車両等の通行のため、早急に最低限の瓦

礫処理を行い、簡易な段差修正等により救援ルートを確保

すること。 

 

特定外来生物 

外来生物のうち、特に生態系などへの被害が認められるも

のとして、外来生物法によって規定された種。特定外来生

物に指定されると、ペットも含めて飼育、栽培、保管又は

運搬、譲渡、輸入、野外への放出などが禁止される。植物

ではオオキンケイギク、オオフサモなど、動物ではウシガ

エル、オオクチバスなどがある。 

 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法） 

ＰＲＴＲは、Ｐｏｌｌｕｔａｎｔ Ｒｅｌｅａｓｅ ａｎ

ｄ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｒｅｇｉｓｔｅｒの略で、人の健

康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から

環境（大気、水、土壌）へ排出される量及び廃棄物に含ま

れて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届

け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動

量を集計・公表する制度。平成13（2001）年４月より実施。 

 

特定事業者 

工場や事業場などの当該事業者全体で年度の使用量（原油

換算値）合計が1,500キロリットル以上の事業者は、エネ

ルギーの合理化を推進しなければならない事業者として、

経済産業大臣に「特定事業者」と指定される。エネルギー

の使用の合理化等に関する法律により規定されている。 

 

特定施設 

大気汚染防止法・水質汚濁防止法・騒音規制法・振動規制

法などに定める物質や騒音・振動などを発生または排出す

る施設のうち政令により指定されるもの。 

 

トップランナー制度 

自動車の燃費基準や電気・ガス石油機器（家電・ＯＡ機器

等）の省エネルギー基準を、各々の機器においてエネル

ギー消費効率が現在商品化されている製品のうち、最も優

れている機器の性能以上にする制度。エネルギーの使用の

合理化に関する法律（省エネ法）により定められている。 

 

な 行 
二酸化硫黄（ＳＯ２） 

石油や石炭など、硫黄分を含んだ燃料の燃焼により発生す

る代表的な大気汚染物質。呼吸器への悪影響があり、四日

市ぜんそくの原因となったことで知られる。 

 

二酸化窒素（ＮＯ２） 

ボイラーや自動車等の排気ガスに含まれている代表的な

大気汚染物質で、血液の酸素運搬能力を低下させるほか、

粘膜刺激性を持ち呼吸気道及び肺に対して毒性を示す。 

 

二次林 

人為的あるいは自然災害などによって森林が破壊された

後、伐採木からの萌芽や土中に残った種子などが芽生え、

自然の力によって樹木が生長して形成された森林を指し、

いわゆる里山や雑木林と称される森林もこの二次林に当

たる。 

 

熱ストレス超過死亡者数 

熱中症に代表されるような暑熱にさらされることによっ

て起こる影響を熱ストレスと呼び、死亡者数が最低となる

気温を基準として、気温が高くなった場合に増加する死亡

者数のこと。 

 

農振農用地（青地） 

将来にわたり、農業生産の基盤として利用されるべき土地

の区域のこと。一般的に「青農地」と呼ばれる。「農業振

興地域の整備に関する法律」に基づく市の農業振興地域整

備計画において「農業振興地域内の農用地区域（青地）」

として指定している。 

 

農振法 

 「農業振興地域の整備に関する法律」の略語で、総合的

に農業の振興を図るべき地域の整備に関し、必要な施策を

計画的に推進するための措置を定めた法律。 

 

野焼き 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、「何人も、

次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはな

らない」との規定があり、住宅の庭先などで木くず・紙く

ず・廃プラスチックなどのごみを燃やすことは野焼きにな

る。しかし、どんど焼きなどの風俗習慣上又は宗教上の行

事、焼き畑などの農業・林業・漁業を営むためにやむを得
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ないものなどは例外とされている。 

 

は 行 

バイオマス 

植物や動物など生物から生まれた資源のことで、何度も再

生して使用が可能なエネルギーで、生ごみ、木材、動物の

糞尿、もみ殻などである。これらを燃やしたり発酵させた

りすることで発電することができる。 

 

バイオマス燃料 

バイオマスを元につくられる燃料で、サトウキビなどの作

物を発酵、蒸留させて作られるエタノール（ガソリンと混

ぜて、車や飛行機などの燃料として使用）、菜種油などか

ら、軽油車などのディーゼルエンジン用の燃料、家畜の排

泄物や生ごみなどを発酵させて生じるガスなどがある。 

 

バイオマスプラスチック 

植物などの再生可能な資源を原料とするバイオマスプラ

スチックと微生物等の働きで最終的に二酸化炭素と水に

まで分解する生分解性プラスチックの総称。 

 

ハイブリッド自動車 

エンジンとモーターの二つの動力源を持ち、それぞれの利

点を組み合わせて駆動することにより、省エネと低公害を

実現する自動車のこと。 

 

花いっぱい運動 

花を植えることで町の景観を良くする目的で作られた運

動。本市では、「牧之原市花の会」を中心に市内全域で活

動をしている。 

 

花の会 

公共花壇の整備、地域美化活動、花育活動等の様々なボラ

ンティア活動を実施していて、牧之原市花の会は平成18

（2006）年に設立された。 

 

パリ協定 

平成27（2015）年にフランス・パリにおいて開催された国

連気候変動枠組条約第21回締約国会議(ＣＯＰ21)にて採

択された令和２（2020）年以降の地球温暖化対策の国際的

な枠組み。世界共通の長期目標として２℃目標のみならず

1.5℃への言及や主要排出国を含むすべての国が削減目標

を５年ごとに提出・更新することが盛り込まれた。 

 

被災者生活再建支援金 

平成７（1995）年の阪神淡路大震災で住宅再建への公的支

援を求める声が高まったのを受け、平成10（1998）年に成

立した支援金で、自然災害で住宅が全壊した場合のほか、

大規模な改修を必要とする半壊なども支援対象としてい

る。「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半

壊世帯に50万円が支給され、この額に、「加算支援金」と

して住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合

は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される。 

 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

大気中に浮遊している2.5μm（マイクロメートル：１ｍｍ

の1000分の１）以下の小さな粒子のことで、従来から環境

基準を定めて対策を進めてきた10μm以下の粒子である浮

遊粒子状物質（ＳＰＭ）よりも小さな粒子。ＰＭ2.5は非

常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼

吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されている。 

 

被食圧（ひしょくあつ） 

動物に食べられる植物は、食べられることで生育、生存に

影響が出るが、その影響の強さを表現する場合に使われる。 

 

ヒトスジシマカ 

ヒトスジシマカは、一般にヤブカとも呼ばれるヤブカ属の

吸血性のカの１種である。海外（特に温暖な地域）では蚊

の持つウイルスで様々な感染症で多くの人がなくなって

いるが、最近では、地球温暖化により、国内でもウイルス

を持った蚊が確認されるようになってきている。 

 

フードマイレージ 

食料の輸送距離のことで、食料の生産地から消費者の食卓

に並ぶまでの輸送にかかった「重さ×距離」で表す。フー

ドマイレージの大きい食料、つまり遠く離れた生産地から

届く食料は、輸送や輸送までの保管などに石油などのたく

さんのエネルギーが使われていることになる。 

 

ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ 

スマートフォンなどの専用アプリを活用しながら、地球温

暖化防止のための取り組みを実践する、全世代参加型の県

民運動。 

 

不法投棄 

廃棄物を道路や空き地、山や川等に不法に投棄すること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物は排出者

が自己管理するか、一定の資格をもつ処理業者に委託しな

ければならないとされている。 

 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

ＳＰＭは、Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ 

Ｍａｔｔｅｒの略で、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、

その粒径が10μm（マイクロメートル：１ｍｍの1000分の

１）以下のものである。大気中に長期間滞留し、肺や気管

などに沈着するなどして呼吸器に影響を及ぼすおそれが

あるため、環境基準が設定されている。工場の事業活動や

自動車の走行などに伴い発生する。 

 

プラグインハイブリッド自動車 

モーターとエンジンを搭載し、両方の動力を切り替えつつ、

外部からの充電もできる自動車。 

 

保安林 

水源の涵養（かんよう：森林が水を蓄え、育み、守ってい

る働き）、土砂の崩壊その他の災害の防止、生活環境の保

全・形成等、公益目的を達成するため、農林水産大臣又は

都道府県知事によって指定される森林。 保安林では、そ

れぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の
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伐採や土地の形質の変更等が規制される。 

 

ま 行 

牧之原市森林整備計画 

本市における森林・林業関連施策の、方向を示すとともに

森林所有者などが行う森林整備に関する指針を定めたも

の。 

 

牧之原市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき、市役

所自らの事務事業に伴い排出される二酸化炭素の温室効

果ガス削減を図るとともに、市役所が率先して温暖化対策

に取り組むことにより、市民・事業者の主体的な取り組み

を促進することを目的に平成19（2007）年に策定、令和４

（2022）年改訂。 

 

緑のカーテン 

ゴーヤーやアサガオ類などのつる性植物をネットに絡ま

せて、カーテンやシェード風に仕立てたもの。グリーン

カーテンと呼ばれることもある。見た目が涼しげなだけで

はなく、実際に周囲の気温や室温を下げる効果がある簡単

にできる省エネ手法。 

 

緑の基本計画 

市町村が緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、

目標、施策などを定める基本計画のこと。 

 

藻場（もば） 

沿岸域に形成される様々な海草・海藻の生えている場所の

こと。小型の魚類やエビ等甲殻類の棲み処となり、それを

食べる魚類が集まることで古くから漁場として利用され

てきた。 

 

藻場再生プロジェクト 

南駿河湾漁業協同組合が管内の海域で取り組んでいる藻

場再生事業。平成初期にいったん消滅してしまった榛南地

域の藻場を、平成14（2002）年から平成22（2010）年にか

けて、コンクリートブロックにカジメ（コンブ科の大形の

海草）を取り付け設置、平成30年6月までに870ｈａのカジ

メ藻場の回復が確認されている。 

 

や 行 
谷津田（やつだ） 

谷地にある田んぼのこと。様々な動植物の生息場所となる

が、狭い谷に作られているため田の形が一定でなく、機械

が入らない等の理由でなくなりつつある。 

 

有機汚濁負荷量 

水環境に流入する陸域から排出される有機物や窒素、リン

等の汚濁物質量をいい、総量規制や廃水処理時に用いられ

る指標。 

 

ユニバーサルデザイン 

年齢や性別、文化、障害の有無に関係なく，すべての人が

使いやすいように製品・建物・環境などをデザインするこ

と。 

 

溶存酸素（ようぞんさんそ） 

水中に溶解している酸素の量のことで、代表的な水質汚濁

状況を測る指標の１つ。酸素の溶解度は水温、塩分、気圧

等に影響され、水温の上昇につれて小さくなる。 

 

ら 行 

ライトダウンキャンペーン 

環境省では、平成15（2003）年から地球温暖化対策のため、

ライトアップ施設や家庭の照明を消すことを呼び掛ける

「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン」を実施してい

る。これは、広く国民に、日常生活の中で地球温暖化対策

の契機とすることを目的にしたキャンペーンとしている。 

 

リバーフレンドシップ 

河川美化活動を行政機関が支援する制度である。静岡県の

「協働」事業の一環として平成16（2004）年２月から施行

されている。県が管理する一定区間において、住民や利用

者等がリバーフレンドとなり、清掃や河川美化活動を行う

ことにより、「みんなの川」を「みんなで守っていく」意

識向上や、身近な環境保護に関する意識啓発につなげてい

ただくことを目的としている。 

 

ローリングストック 

普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考

えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで、

常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つた

めの方法。災害時に備え、家庭で最低三日分以上の食料備

蓄が望ましいとされている。 

 

英 数 

ＢＤＦ（ビーディーエフ） 

Ｂｉｏ Ｄｉｅｓｅｌ Ｆｕｅｌの略語で、菜種油や廃食

用油などを原料に製造されるディーゼルエンジン用のバ

イオ燃料。化石燃料の代替燃料となる。軽油と比較して硫

黄酸化物（ＳＯx）の排出を1/2～1/3削減でき、ディーゼ

ル車の排気ガス対策としても有効。すでに国内外で利用さ

れており、日本では廃食用油、欧州では菜種油、米国やブ

ラジルでは大豆油より製造している。 

 

ＢＥＭＳ（ベムス） 

Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎ

ｔ Ｓｙｓｔｅｍの略語で、ＩＴを利用して業務用ビルの

照明や空調などを制御し、最適なエネルギー管理を行うビ

ルエネルギー管理システムのこと。 

 

ＢＯＤ（ビーオーディー） 

Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｍａｎｄ

の略語で、水中の有機物が、微生物によって酸化されると

きに必要とされる酸素の量。河川の有機性汚濁を測る代表

的な指標で、数値が大きいほど汚濁の程度が高い。 

 

ＣＯＤ（シーオーディー） 

Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｍａｎｄの略語
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で、水中の有機物などが酸化剤によって酸化されるために

必要とする酸素の量。海域・湖沼の有機性汚濁を測る代表

的な指標である。 

 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス） 

温室効果ガスの排出量削減のために、脱炭素社会づくりに

貢献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、「ラ

イフスタイルの選択」など、日々の生活の中で、あらゆる

「賢い選択」をしていこうという国民運動のこと。 

 

ＣＯＰ21（コップ21） 

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ Ｏｆ Ｐａｒｔｉｅｓの略語で、

平成 27（2015）年にフランス・パリで開催された「国連

気候変動枠組条約第 21回締約国会議」のこと。新たな法

的枠組みとなる「パリ協定」を含むＣＯＰ決定が採択され

た。（パリ協定の用語の意味は、「は行」のパリ協定を参

照のこと） 

 

Ｅｃｏ―ＤＲＲ（エコ‐ディーアールアール） 

自然災害の被害に遭いやすい土地の利用や開発を避ける

ことで、被災する可能性を低下させるとともに、生態系の

管理や保全、再生を行うことで、災害に強い地域をつくる

考え。 

 

ＥＭＳ（イーエムエス） 

Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍの

略語で、エネルギーの使用状況を可視化し、照明や空調、

設備機器の稼働を制御することでエネルギーの運用を最

適化するためのシステム。主な管理対象にはビル（ＢＥＭ

Ｓ）、工場（ＦＥＭＳ）、家庭（ＨＥＭＳ）などがある。

（ＢＥＭＳの用語の意味は、「英数」のＢＥＭＳを、ＦＥ

ＭＳの用語の意味は、「英数」のＦＥＭＳを、ＨＥＭＳの

用語の意味は、「英数」のＨＥＭＳを参照のこと。） 

 

ＥＳＣＯ（エスコ）事業 

ＥＳＣＯとは、Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏｍｐ

ａｎｙの略語で、ビルや事業所等の省エネルギー対策を請

け負うサービス。削減計画を立案し，技術・設備・人材・

資金などを提供し、削減される経費から投資を回収し報酬

を得る事業のこと。 

 

ＦＥＭＳ（フェムス） 

Ｆａｃｔｏｒｙ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 

Ｓｙｓｔｅｍの略語で、コスト低減とCO2排出抑制を目的

として工場単位でエネルギーを最適化するシステムのこ

と。工場内の配電設備、空調設備、照明設備、製造ライン

といった設備の電力使用量のモニターや制御を行う。 

 

ＨＥＭＳ（ヘムス） 

Ｈｏｍｅ Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙ

ｓｔｅｍの略語で、住宅内のエネルギーを見える化するだ

けでなく、家電、電気設備を最適に制御するための管理シ

ステムのこと。 

 

ＩＰＣＣ（アイピーシーシー） 

世界気象機関(ＷＭＯ)と国連環境計画(ＵＮＥＰ)が共同

で設置した研究機関「気候変動に関する政府間パネル(Ｉ

ｎｔｅｒｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｌ Ｐａｎｅｌ ｏｎ 

Ｃｌｉｍａｔｅ Ｃｈａｎｇｅ)」の略称。温室効果ガス

の増加に伴う地球温暖化の実態把握と、社会経済への影響

の予測、対策の検討が行われている。 

 

ＩＳＯ（アイエスオー）14001 

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏ

ｎ ｆｏｒ Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎの略語で、 

スイス・ジュネーブに本拠地を置く国際標準化機構（ＩＳ

Ｏ）による認証制度。汚染物質の削減や省エネルギー、資

源の節約などによって企業の環境パフォーマンスが評価

され、環境パフォーマンスが高いほど環境にやさしい企業

であることが周知される。 

 

Ｊ-クレジット制度 

省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用によるＣ

Ｏ２の削減量や、適切な森林管理によるＣＯ２等の吸収量

を、クレジットとして国が認証する制度。自身の取り組み

内容や削減・吸収されるＣＯ２排出量についてまとめ、国

に申請を行い、認められると、ＣＯ２排出量に応じたＪ‐

クレジットが発行される。発行されたＪ‐クレジットは他

の企業や自体対などに販売することが可能になる。 

 

ＬＥＤ（エルイーディー） 

Ｌｉｇｈｔ―Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅの略語で、発

光ダイオードとも呼ばれる、電圧を加えた際に発光する半

導体素子のこと。白熱電球などと比較した場合、余計な発

熱が少なく低電力で高輝度の発光が得られる。また、寿命

も白熱電球に比べてかなり長い。今日では様々な用途に使

用され、蛍光灯や電球に置き換わる光源となった。 

 

Ｎ㎥（ノルマルりゅうべい） 

０℃１気圧（地上の平時の気圧）の状態を表す。 主とし

て排出ガス量等を表すのに用いる単位で１Ｎm３とは、０℃

１気圧状態に換算した１m３のガス量を表す。 

 

ｐＨ（ピーエイチ） 

ｐｏｔｅｎｔｉａｌ Ｈｙｄｒｏｇｅｎの略語で、水素イ

オン濃度のこと。その液体が酸性なのか、アルカリ性なの

かを表す尺度で１から 14までの値があり、７が真ん中で

「中性」、ｐＨが７より小さいと「酸性」、７より大きい

と「アルカリ性」となる。 

 

ＰＲＴＲ（ピーアールティーアール）制度 

ＰＲＴＲとは、Ｐｏｌｌｕｔａｎｔ Ｒｅｌｅａｓｅ ａ

ｎｄ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｒｅｇｉｓｔｅの略で、化学物

質排出・移動量届出制度のこと。（用語の意味は「た行」

の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改

善の促進に関する法律」参照のこと。） 

 

ＲＥ100 

Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ Ｅｎｅｒｇｙ 100％の略称で、事業

活動で消費するエネルギーを 100％再生可能エネルギー

で調達することを目標とする国際的イニシアチブ（ものご

とを率先して実施すること）を指す。 
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ＳＮＳ（エスエヌエス） 

Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ

の略語で、登録された利用者同士が交流できるＷｅｂサイ

トの会員制サービスのこと。 

 

ＳＳ（エスエス） 

Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ Ｓｏｌｉｄｓの略語で、浮遊物質量

のこと。水の中に含まれる不溶解性物質を指し、水の濁り

の判断となる。数字が大きくなると濁りが強いことを表す。 

 

Ｖ字カット 

不妊・去勢手術を受けた野良猫に対して、耳に先端部をＶ

字に切ることで、何度も捕獲され麻酔をかけられるリスク

を回避するもの。同義で、不妊手術済みのしるしに、耳先

をさくらの花びらの形にカットした猫を「さくら猫」とい

う。 

 

ＺＥＢ（ゼブ） 

ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｂｕｉｌｄｉｎｇの

略語で、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化

を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することによ

り、エネルギー自立度を極力高め、年間の一次エネルギー

消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物のうち、

オフィスビル、テナントビル、マンション等のこと。 

 

ＺＥＨ（ゼッチ） 

ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｕｓｅの略語で、

室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現

した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、エ

ネルギー自立度を極力高め、年間の一次エネルギー消費量

の収支をゼロとすることを目指した住宅のこと。 


