
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表紙について 

 

「夏の宵闇に浮かぶ“ふたつのハス”」 

 

令和４年６月、中心市街地の千秋公園入口に開館した文化芸術の創造拠点「あきた芸術劇場」。

眼前に広がるお堀に咲き誇る蓮(ハス)とフランス語で千を意味する mille（ミル）に着想し、愛

称は「ミルハス」と名付けられた。内装には秋田杉がふんだんに使用され、樺細工や川連漆器、

大館曲げわっぱなどの伝統工芸品が随所にちりばめられており、秋田らしさにあふれている。 

 

表紙の写真は、晩夏の夕暮れ時。 

ライトアップされた水面の「蓮」と朧に照る「ミルハス」が見事に調和し、幻想的な雰囲気を

醸し出していた。 

 

令和４年１１月に開催された国際会議・世界洋上風力サミットには、国内外から約７００人が

集い、脱炭素社会実現の鍵を握る洋上風力発電の現状や課題解決に関して意見交換が繰り広げら

れた。 

 

よりよい未来の地球環境の創造に向け知恵を集約し技術を研鑽する機会を育みつつ、この地か

ら交流の輪が広がることが期待される。 

（令和４年８月撮影） 

 



 

この報告書は、本市の環境状況に係る調査結果について次の法令等の規定に基づき公表するもので

す。大気・水質環境等の測定および結果の概要をまとめた「本編」のほか、詳細な測定結果を記載し

た「データ編」、大規模工場との公害防止協定の締結状況や規制基準等を記載した「資料編」で構成さ

れています。「本編」は秋田市のホームページにも掲載しております。 

また、様々な環境問題に対応するため、本市では秋田市環境基本計画を策定し、秋田市ホームペー

ジにて公表しています。 

【「本編」掲載ページ】https://www.city.akita.lg.jp/shisei/hoshin-keikaku/1009930/1006273.html 

【秋田市環境基本計画掲載ページ】https://www.city.akita.lg.jp/shisei/hoshin-keikaku/1009930/1006108.html 

 
 環境情報の公表に係る法令等の規定 

法令等の名称等 内     容 

大気汚染防止法（第 24 条） 大気汚染状況の公表 

水質汚濁防止法（第 17 条） 公共用水域、地下水の水質汚濁状況の公表  

騒音規制法（第 19 条） 自動車騒音の状況の公表 

ダイオキシン類対策特別措置法（第 27 条、第 28 条） 都道府県知事等による調査測定、設置者による測定 

秋田市環境基本条例（第 10 条、第 22 条） 年次報告：本市の環境の状況、 

市が講じた環境施策の実施状況等、情報の提供 

 

秋田市環境基本条例前文 

 

良好な環境は人類存続の基盤であり、人の活動は環境と調和するように行われなけれ

ばならない。 

秋田市は、これまで先人から受け継いだ恵まれた環境の下に伝統と文化を育み、成長

し、発展してきた。しかし、利便性と経済性を優先する生活様式や社会経済活動は、と

きには環境への負荷を増大させ、地域の環境問題にとどまらず、地球環境にまでも影響

を及ぼしてきている。 

もとより、私たちは良好な環境の下に健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有する

とともに、この恵まれた環境を損なうことなく、より良いものとして将来の世代に引き

継ぐ義務を有する。 

よって、私たちは、すべての市民の参加と協調の下、資源の循環と人と自然との共生

を基本とし、良好な環境の保全と積極的な創造を図り、環境への負荷の少ない持続的に

発展することのできる「人にも地球にもやさしいあきた」をめざし、ここに、この条例

を制定する。 

（平成 11年３月 19 日 秋田市条例第 15号） 
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