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(8)高層建築物建設事業 高層マンションの建設　等 

(6)廃棄物・下水道等整備事業 
廃棄物処理施設の設置、 
下水処理施設の設置　等 

(7)レクリェーション施設整備事業 
レジャー施設、運動施設、 
リゾートマンションの建設　等 

(4)工業系整備事業 工業団地の造成、工場・事業所の建設  等 

(5)河川・湖沼整備事業 河川改修事業、水路整備事業　等 

(2)住宅系整備事業 住宅団地の造成　等 

(3)商業・業務系整備事業 
商業施設の建設、業務施設の建設、流通業務団 
地の造成　等 

区　　　分 開 発 事 業 の 内 容 

(1)交通系整備事業 道路の建設  等 

第７章　事業の実施に当たっての環境への配慮指針 

第１節　事業別の環境への配慮指針

　各種開発事業の実施に当たっては、地域のすぐれた環境資源を将来にわたって保全し、良好な 

環境を創造していくため、事業の特性を十分に把握し、構想、計画段階から環境へ配慮した事業 

の展開が必要です。

　ここでは、特に環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業について、各種事業の特性を把握 

し、事業実施に際しての環境への問題点を整理し、さらにその対象とする事業、並びに事業別の 

環境に配慮すべき指針を示しました。 

【　対象とする事業　】

　環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業として、本市の地域特性を考慮に入れ、次の８つ 

の事業を抽出しました。

　なお、各種事業の実施に際しては、法律・条例・要綱等に従って環境への配慮が行われること 

が前提となります。 
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ア．現在及び将来の土地利用に配慮した路線位置を計画します。 

６．環境への負荷低減

　地球温暖化対策として温室効果ガスの排出抑制に努めるほか、廃棄物の削減や循環利用・有効 

利用を図ることにより、環境への負荷を低減する。 

(１) 交通系整備事業

　新たな道路を計画するに当たっては、沿道の住宅地や自然環境、歴史的環境等への影響の少な 

い路線を選定するとともに、施工時の建設工法や建設機械に配慮し、供用後の影響を予測・評価 

して必要に応じた対策を検討する必要があります。 

①　土地利用に配慮すべき事項 

２．公害の防止

　大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、日照阻害などの公害の発生を未然に防止する。 

３．自然環境の保全・自然との共生

　貴重な自然を損なうことがないようにするとともに、野生動植物の生息環境保全に配慮し、緑 

地の確保など自然環境の保全と創造に努める。 

４．歴史的環境の保全

　貴重な歴史的遺産を損なうことがないようにするとともに、歴史的景観などの保全に努める。 

５．快適環境の保全

　周辺環境との調和を図り、快適環境の保全、創造に努める。 

【　開発に際して環境へ配慮すべき事項　】

　事業の計画・実施に際しては用途地域制度の適切な運用はもとより、開発に起因する生活環境 

や自然環境、歴史的環境への影響をできるだけ回避・軽減するため、事業者自らが次のことに配 

慮する必要があります。 

１．適切な土地利用

　国土利用計画法をはじめ、土地利用関係法令に基づき、適切な土地利用を図り、環境への影響 

を軽減する。 
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ア．路線が住宅地、農村集落にかかるような場合は、現況の生活を著しく変化させないよう

　緩衝施設帯の設置や道路構造に配慮します。 

イ．路線周辺の緑化を図り、快適な環境づくりに配慮します。 

ウ．構造物については周辺環境との調和を図り、良好な景観形成に配慮します。 

⑥　環境への負荷低減に配慮すべき事項 

ア．建設工事に伴い発生する残土等の廃棄物については、再利用に配慮します。 

イ．路盤材等への再生資源利用を図ります。 

ア．貴重な自然環境への影響を極力回避するような路線位置を設定します。 

イ．自然度の高い地域を改変する場合には、その影響を極力軽減するよう配慮します。 

ウ．野生動植物の生息・生育場所の保全に配慮し、生態系の保全に充分配慮します。 

エ．地下水の分断を防止するなど、地域の水循環の保全に配慮します。 

オ．可能な限り、雨水の地下浸透に配慮した整備に努めます。 

④　歴史的環境の保全等に配慮すべき事項 

ア．貴重な歴史的環境への影響を極力回避するように、路線位置を設定します。 

イ．歴史的景観と調和がとれるよう配慮します。 

⑤　快適な環境の保全と創造に配慮すべき事項 

②　公害の防止に配慮すべき事項 

ア．路線や構造の選定に当たっては、公害や生活環境への影響に配慮します。 

イ．交差点及び右折レーンの設置、立体交差等により交通の流れの円滑化を図ります。 

ウ．路線の建設に当たっては、騒音・振動等の発生の少ない工法・機械の採用に配慮し

　ます。 

エ．歩道等の整備に当たっては、透水性舗装の導入を図り、騒音の低減や地下水のかん養

　に努めます。 

オ．高架構造を採用する場合は、日照障害や電波障害に配慮します。 

③　自然環境の保全等に配慮すべき事項 
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ア．歴史的環境が良好な地域での事業は、周辺環境と調和が図れるよう配慮します。 

イ．歴史的遺産等が存在する場合には、景観等に著しい影響を生じないよう、周辺環境と調

　和した一体的な保全を行うように配慮します。 

⑤　快適な環境の保全と創造に配慮すべき事項 

ア．構造物については、デザイン、色彩等について周辺環境との調和を図り、良好な景観形
　成に配慮します。 
イ．緑化を推進し、良好なまち並みや道路景観に配慮し、快適環境が形成されるように努め
　ます。 

ア．下水処理施設や廃棄物処理施設、交通施設等の都市基盤整備との整合性を図り、環境へ
　の負荷の低減に配慮します。 
イ．住宅施設の建設に当たっては、騒音・振動等の発生の少ない工法・機械の採用に配慮し
　ます。 
ウ．近隣騒音や生活騒音を防止するため、施設の配置、騒音対策等に配慮します。 

③　自然環境の保全等に配慮すべき事項 

ア．自然環境の著しい改変は極力避け、自然的特性を生かすよう配慮します。 

イ．雨水の地下浸透や有効利用に努め、水循環の保全に配慮します。 

ウ．緑地や水辺地を極力保全するよう配慮します。 

④　歴史的環境の保全に配慮すべき事項

　住宅地の造成等の住宅系整備事業は、面的な開発が特徴であり、周辺環境との調和を図ること 

が必要です。また入居後の日常生活からの負荷の増大に関しては、環境面に配慮した家づくりや 

環境にやさしいライフスタイルについて啓発することが重要です。 

①　土地利用に配慮すべき事項 

ア．土地利用計画との整合性を図ることにより、周辺地域の自然・歴史的環境や景観を保全

　し、さらには生活環境を損なうことのないよう配慮します。 

②　公害の防止に配慮すべき事項 

(２) 住宅系整備事業 

－83－



（第２編第７章） 

ア．自然環境の著しい改変は極力避け、自然的特性を生かすよう配慮します。 

イ．雨水の地下浸透や有効利用に努め、水循環の保全に配慮します。 

④　歴史的環境の保全に配慮すべき事項 

ア．歴史的環境が良好な地域での事業は、周辺環境と調和が図れるよう配慮します。 

イ．歴史的遺産等が存在する場合には、景観等に著しい影響を生じないよう、周辺環境と調

　和した一体的な保全を行うように配慮します。 

ア．土地利用計画との整合性を図ることにより、周辺地域の自然・歴史的環境や景観を保全

　し、さらには生活環境を損なうことのないよう配慮します。 

②　公害の防止に配慮すべき事項 

ア．汚水処理施設や廃棄物処理施設、交通施設等の都市基盤整備との整合性を図り、環境へ

　の負荷の低減に配慮します。 

イ．商業・業務用施設の建設に当たっては、騒音・振動等の発生の少ない工法・機械の採用

　に配慮します。 

ウ．業務用車両の増加による環境の悪化が生じないような交通体系に配慮します。 

エ．日照障害や電波障害が発生しないように施設配置等に配慮します。 

③　自然環境の保全等に配慮すべき事項 

ア．建設資材に再生資源を利用するよう配慮します。 

イ．建設工事に伴い発生する廃棄物については、再利用に配慮します。 

ウ．断熱材の活用やエネルギーを効率的に利用した住宅建設に努めます。 

エ．太陽光発電、太陽熱利用などの自然エネルギーの導入に努めます。 

(３) 商業・業務系整備事業

　商業・業務系施設は、経済活動の活発な都市部の中心地に立地されることが多いことから、周 

辺環境との調和、良好な都市景観の創造に配慮することが必要です。 

①　土地利用に配慮すべき事項 

⑥　環境への負荷低減に配慮すべき事項 
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ア．建設資材に再生資源を利用するよう配慮します。 

イ．施設の建設に当たっては、騒音・振動等の発生の少ない工法・機械の採用に配慮しま

　す。 

ウ．工場等が事業を行うに当たっては、生産工程からや材料・製品等の輸送時に発生する大

　気汚染、騒音、振動、水質汚濁などの公害防止に配慮します。 

エ．有害な化学物質による環境汚染が生じないように、適正な使用・管理に配慮します。 

③　自然環境の保全等に配慮すべき事項 

ア．自然環境の著しい改変は極力避け、自然的特性を生かすよう配慮します。 

イ．雨水の地下浸透や有効利用に努め、水循環の保全に配慮します。 

ウ．緑地や水辺地を極力保全するよう配慮します。

　工場等の工業系施設の建設に当たっては、用途地域制度の適切な運用を図り、住工混在を避け 

るとともに、適切な建設工法や建設機械の採用にも配慮が必要です。

　また、事業を行う際には、施設の稼働や物品の輸送時に発生する大気汚染等の公害の防止に配 

慮することが必要です。 

①　土地利用に配慮すべき事項 

ア．土地利用計画との整合性を図ることにより、周辺地域の自然・歴史的環境や景観を保全

　し、さらには生活環境を損なうことのないよう配慮します。 

②　公害の防止に配慮すべき事項 

ア．構造物については、デザイン、色彩等について周辺環境との調和を図り、良好な景観形

　成に配慮します。 

イ．緑化に努め、良好なまち並が形成されるように配慮します。 

⑥　環境への負荷低減に配慮すべき事項 

ア．建設資材に再生資源を利用するよう配慮します。 

イ．建設工事に伴い発生する廃棄物については、再利用に配慮します。 

ウ．照明、空調設備等において、効率的なエネルギー利用システムの導入に努めます。 

エ．太陽光発電、太陽熱利用などの自然エネルギーの導入に努めます。 

(４) 工業系整備事業 

⑤　快適な環境の保全と創造に配慮すべき事項 
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ア．土地利用計画との整合性を図ることにより、周辺地域の自然・歴史的環境や景観を保全

　し、さらには生活環境を損なうことのないよう配慮します。 

ア．建設資材に再生資源を利用するよう配慮します。 

イ．建設工事に伴い発生する廃棄物については、再利用に配慮します。 

ウ．工場等が事業を行うに当たっては、事業の実施に伴い発生する副産物や廃棄物につい

　て、リサイクルを行い、資源の有効利用とごみの減量に配慮します。可能な限り「ごみ

　ゼロ」をめざします。 

エ．製造・運搬等の事業活動で消費されるエネルギーは大きいことから、太陽光発電やコ

　ジェネレーションなどの効率的なエネルギー利用システムの導入など、省エネルギー対

　策とともに、施設からの廃熱等のリサイクル型エネルギーの有効利用に配慮します。 

(５) 河川・湖沼整備事業

　本市には阿賀川、湯川などの河川や猪苗代湖があり、恵まれた水辺空間が多く存在し、これら 

の水質改善に努めてきたところです。

　今後は、河川の浄化や自然型護岸の整備などにより、親水性のある自然豊かな水辺空間の確保 

に配慮することが必要です。 

①　土地利用に配慮すべき事項 

ア．歴史的環境が良好な地域での事業は、極力回避するように配慮します。 

イ．歴史的遺産等が存在する場合には、景観等に著しい影響を生じないよう、周辺環境と調

　和した一体的な保全を行うように配慮します。 

⑤　快適な環境の保全と創造に配慮すべき事項 

ア．構造物については、デザイン、色彩等について周辺環境との調和を図り、良好な景観形

　成に配慮します。 

イ．施設周辺の緑化に努め、良好な環境の創造に配慮します。 

⑥　環境への負荷低減に配慮すべき事項 

④　歴史的環境の保全に配慮すべき事項 
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　これらの事業は、市民の快適な生活環境を確保するためには必要不可欠なものですが、今後の 

整備に当たっては、悪臭や周辺環境への影響を極力少なくした施設の建設が必要です。 

ア．治水対策とともに親水公園や遊歩道の整備等により、親水性を確保するよう配慮しま
　す。 
イ．親水性護岸整備や緑化に努め、環境教育・学習の場として活用できるようにするととも
　に、良好な景観形成に配慮します。 
ウ．河川愛護活動を通じた地域交流など、市民の自主的な取り組みを推進します。 

⑥　環境への負荷低減に配慮すべき事項 

ア．工事に伴う土砂や泥などの発生を抑制するとともに、再資源化に努めます。 

(６) 廃棄物・下水道等整備事業 

ア．水生生物や、水辺地に生育・生息する動植物への影響を極力回避するように配慮しま
　す。 
イ．水辺や周辺の緑等の環境資源を損なうことなく、活用するように配慮します。 
ウ．多自然型整備を推進するなど、自然浄化機能の維持・回復に努めるとともに、水辺の自
　然と親しむことができる環境づくりに配慮します。 

④　歴史的環境の保全に配慮すべき事項 

ア．歴史的環境が良好な地域での事業は、周辺環境と調和が図れるよう配慮します。 

イ．歴史的遺産等が存在する場合には、景観等に著しい影響を生じないよう、周辺環境と調

　和した一体的な保全を行うように配慮します。 

⑤　快適な環境の保全と創造に配慮すべき事項 

②　公害の防止に配慮すべき事項 

ア．水質汚濁、悪臭等の環境保全上の支障が生じないように配慮します。 
イ．河川改修工事に当たっては、騒音・振動等の発生の少ない工法・機械の採用に配慮しま
　す。 
ウ．施工時の濁水発生防止に配慮します。 

③　自然環境の保全等に配慮すべき事項 
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ア．建設工事に伴い発生する廃棄物については、再利用に配慮します。 

イ．焼却灰や汚泥については、建設資材等への再資源化に努めるなど、廃棄物の有効利用に

　配慮します。 

ウ．施設の整備に当たっては、効率的なエネルギー利用システムの導入など省エネルギー対

　策を行うとともに、施設からの廃熱や下水汚泥消化ガスの更なる有効利用に配慮します。 

ア．歴史的環境が良好な地域での事業は、周辺環境と調和が図れるよう配慮します。 

イ．歴史的遺産等が存在する場合には、景観等に著しい影響を生じないよう、周辺環境と調

　和した一体的な保全を行うように配慮します。 

⑤　快適な環境の保全と創造に配慮すべき事項 

ア．構造物については、デザイン、色彩等について周辺環境との調和を図り、良好な景観形

　成に配慮します。 

イ．施設周辺の緑化に努め、良好な環境の形成に配慮します。 

ウ．環境教育・学習の場として活用できるように配慮します。 

⑥　環境への負荷低減に配慮すべき事項 

ア．施設の建設に当たっては、騒音・振動等の発生の少ない工法・機械の採用に配慮しま
　す。 
イ．事業の実施に当たっては、大気汚染、悪臭、土壌汚染等の公害を発生させないよう、適
　切な設備の設置や管理に努めます。 
ウ．廃棄物の処理に当たっては、大気汚染、騒音、悪臭の公害を発生させないよう配慮しま
　す。 

③　自然環境の保全等に配慮すべき事項 

ア．自然環境の著しい改変は極力避け、自然的特性を生かすよう配慮します。 

イ．雨水の地下浸透や有効利用に努め、水循環の保全に配慮します。 

ウ．緑地や水辺地を極力保全するよう配慮します。 

④　歴史的環境の保全に配慮すべき事項 

①　土地利用に配慮すべき事項 

ア．土地利用計画との整合性を図ることにより、周辺地域の自然・歴史的環境や景観を保全

　し、さらには生活環境を損なうことのないよう配慮します。 

②　公害の防止に配慮すべき事項 
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ア．構造物については、デザイン、色彩等について周辺環境との調和を図り、眺望を著しく

　阻害するような建造物は避け、良好な景観形成に配慮します。 

イ．環境教育・学習の場として活用できるように配慮します。 

⑥　環境への負荷低減に配慮すべき事項 

ア．建設工事に伴い発生する廃棄物については、再利用に配慮します。 
イ．施設利用者については、ごみを持ち帰るよう指導します。 

ア．自然環境の著しい改変は極力避け、自然的特性を生かすよう配慮します。 

イ．雨水の地下浸透や有効利用に努め、水循環の保全に配慮します。 

ウ．緑地や水辺地を極力保全するよう配慮します。 

エ．野生動植物の生息・生育場所の保全に配慮し、生態系の保全に充分配慮します。 

④　歴史的環境の保全に配慮すべき事項 

ア．歴史的環境が良好な地域での事業は、周辺環境と調和が図れるよう配慮します。 

イ．歴史的遺産等が存在する場合には、景観等に著しい影響を生じないよう、周辺環境と調

　和した一体的な保全を行うように配慮します。 

⑤　快適な環境の保全と創造に配慮すべき事項 

ア．土地利用計画との整合性を図ることにより、周辺地域の自然・歴史的環境や景観を保全

　し、さらには生活環境を損なうことのないよう配慮します。 

②　公害の防止に配慮すべき事項 

ア．施設の建設に当たっては、騒音・振動等の発生の少ない工法・機械の採用に配慮しま
　す。 
イ．施設の使用に当たっては、大気汚染、水質汚濁、騒音等による公害が発生しないように
　配慮します。 

③　自然環境の保全等に配慮すべき事項 

(７) レクリエーション施設整備事業

　レクリエーション施設は、広大な面積を持つ面的開発が特徴であり、郊外に造成されることが 

多く動植物をはじめとした自然環境や生態系の保全に配慮が必要です。

　また、レクリエーション施設への利用者の大部分は自動車を利用すると考えられ、交通対策に 

も配慮することが必要です。 

①　土地利用に配慮すべき事項 
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⑤　快適な環境の保全と創造に配慮すべき事項 

ア．構造物については、デザイン、色彩等について周辺環境との調和を図り、良好な景観形

　成に配慮します。 

⑥　環境への負荷低減に配慮すべき事項 

ア．建設工事に伴い発生する廃棄物については、再利用に配慮します。 

イ．施設の整備に当たっては、効率的なエネルギー利用システムの導入など省エネルギー対

　策に努めます。 

ウ．太陽光発電、太陽熱利用などの自然エネルギーの導入に努めます。 

③　自然環境の保全等に配慮すべき事項 

ア．自然環境の著しい改変は極力避け、自然的特性を生かすよう配慮します。 

イ．雨水の地下浸透や有効利用に努め、水循環の保全に配慮します。 

④　歴史的環境の保全に配慮すべき事項 

ア．歴史的環境が良好な地域での事業は、周辺環境と調和が図れるよう配慮します。 

イ．歴史的遺産等が存在する場合には、景観等に著しい影響を生じないよう、周辺環境と調

　和した一体的な保全を行うように配慮します。 

①　都市計画等の土地利用に配慮すべき事項 

ア．土地利用計画との整合性を図ることにより、周辺地域の自然・歴史的環境や景観を保全

　し、さらには生活環境を損なうことのないよう配慮します。 

②　公害の防止に配慮すべき事項 

ア．施設の建設に当たっては、騒音・振動等の発生の少ない工法・機械の採用に配慮しま
　す。 
イ．電波障害や日照阻害、通風阻害等について、著しい影響が生じないよう配慮します。 
ウ．建物等からの排水については、下流域の水質汚濁防止に努めます。 

(８) 高層建築物建設事業

　高層建築物の建設に当たっては、電波障害や日照阻害などによる生活環境への影響に十分配慮 

することが必要です。

　また、本市は城下町として発達し、史跡若松城跡をはじめとした歴史的文化遺産が市内に数多 

くあることから、景観への配慮が必要です。 
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《地球環境を守るため、環境への負荷の少ない地域社会をめざして》 

ア．省エネルギー・省資源等のライフスタイルの見直しにより、地球環境にやさしい生活に

　努めます。 

イ．二酸化炭素吸収源の確保のため、森林の保全に努めます。 

ウ．熱帯材の使用削減や木材資源の有効活用により、熱帯林の保全に努めます。 

エ．ISO14000シリーズ等環境マネジメントシステムの導入により、環境にやさしい事業

　活動に努めます。 

オ．自動車による窒素酸化物等の酸性ガスや二酸化炭素の排出抑制を促進します｡ 

カ．工場・事業所からの硫黄酸化物や窒素酸化物等の酸性ガスの排出抑制を促進します｡ 

キ．フロンの回収に努め、オゾン層の破壊防止を推進します。 

ク．植物群落や巨樹・巨木林などの生物の生息・生育環境の保全に努め、野生生物の種の保

　存に努めます。 

第２節　地域別環境への配慮指針

　本市は、北会津村、河東町との合併により383.03km ２ という広大な面積を有しており、自然 

的条件、歴史的な経緯、さらには社会的条件など、それぞれが地域特性を持っています。

　ここでは、市内の地域別の特性を明らかにし、地域環境の現状と課題を整理して、望ましい環 

境像を地域から実現していく上で必要な環境配慮の基本的な考え方を示します。ただし、望まし 

い環境像である「資源循環型の地域社会をめざして」及び「地球環境を守り、環境への負荷の少 

ない地域社会をめざして」については、全ての地域において取り組んでいく必要があることか 

ら、共通の配慮指針として以下に示します。 

《資源循環型の地域社会をめざして》 

ア．スーパーや商店での食品トレイ、ペットボトル、紙パックなどの資源ごみの店頭回収を

　促進します。 

イ．過剰包装は断る、使い捨て商品は売らない、買わない、マイバッグを持参するなど資源

　の浪費をやめ、市民と事業者の自主的な行動によるごみの減量を促進します。 

ウ．事業所などで使用した古紙類は、再使用、リサイクルを行うよう促進します。 

エ．不必要な電気は消し、適切な冷暖房の温度設定を行うなどの省資源・省エネルギーに努

　めるとともに、太陽熱、採光など自然エネルギーの活用に配慮します。 
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Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ 

会津大学周辺地域 

芦ノ牧温泉・大川周辺地域 

会津大学、会津学鳳中学・高校、大塚山古墳 

ﾎﾀﾙの森公園、阿賀川、北会津地区ｼﾋﾞｯｸｿﾞｰﾝ 

芦ノ牧温泉、阿賀川、芦ノ牧温泉駅 

猪苗代湖、赤井谷地沼野植物群落、会津ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ公園 猪苗代湖周辺地域 

北会津地域 

会津総合運動公園、会津若松工業団地、一ノ堰工業団地 

東山温泉、飯盛山、背あぶり山、小田山 

会津総合運動公園周辺地域 

東山温泉・飯盛街道周辺地域 

西若松駅、湯川、阿賀川 

会津若松ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ、会津ｱﾋﾟｵ、高久工業団地、神指城跡、高瀬の大木 

西若松駅周辺地域 

会津若松ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ周辺地域

　なお、地域の区分については、以下の10地域に区分して各地域ごとの環境への配慮指針を示し 

ます。 

（この区分は、会津若松市第６次長期総合計画による地域区分を引用しています。） 

鶴ヶ城、市役所、会津若松駅、七日町駅 

地　域　名 主　要　な　施　設 

鶴ヶ城・中心市街地周辺地域 

河東地域 河東学園、磐梯河東ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ、県立会津統合病院（仮称）、広田駅、堂島駅、東長原駅 
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Ａ　鶴ヶ城・中心市街地周辺地域 

地域特性 

●市のシンボルである鶴ヶ城をはじめ、史跡・名勝が数多く残されており、適正な保全・整備が

　求められています。 

●商業施設の郊外への進出による空洞化が進行しています。 

●観光振興による交流人口の増加や観光施設を訪れる観光客のまちなかへの誘導などにより賑わ

　いの創出に取り組んでいます。 

●県立博物館や會津風雅堂、文化センター、図書館などが集積しています。 

●高等学校や官公庁などの公共・公用施設が集積する市の中心として、交通基盤の整備や都市機

　能の充実など、さらなる利便性の向上が求められています。 
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今後の課題

　本地域には、人や商店、事務所などが集中しており、日常生活や事業活動において消費される 

エネルギーや排出されるごみの量が多いことから、省エネルギー・リサイクルを推進し、環境へ 

の負荷を少なくする必要があります。

　市街地では、緑が少なくなっているために、街路樹等の植栽など、身近な緑の空間を創出して 

いく必要があります。

　また、歴史的文化遺産が身近に数多くあり、文化の香りがする本市の顔にふさわしい地域とし 

ての魅力と風格を高めるため、保存・活用に向けて整備を進める必要があります。 

環境配慮の基本的な考え方 

《人の健康を保護するまちをめざして》 

ア．汚水処理事業や道路などの都市基盤の整備を進めるとともに、交通体系を見直し、都市

　型・生活型公害のない、安全で快適な都市空間を形成するよう努めます。 

イ．湯川や古川の水質改善を図るため、市民の環境に対する意識の高揚に努め、生活排水対

　策を促進します。 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

ア．史跡や社寺林の緑は会津若松らしさを醸し出す大切な緑として、また、市街地内で身近

　に感じる自然として積極的に保存します。 

イ．湯川の自然の植生や、昆虫類等の生態系の保全に努めます。 

ウ．市街地をはじめ、湯川や古川の河川敷についても緑化を促進します。 

エ．本市のシンボルとなっている史跡若松城跡の保全に努め、お濠等周辺の水辺の浄化を推

　進し、生態系の保全に努めます。 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 

ア．史跡若松城跡等の建造物をはじめ、祭りや伝統行事などについても、積極的な保存・整

　備・活用に努めます。 

イ．歴史的資源の見直しと活用を図り、さらにはこれらを歩いて楽しめるネットワーク形成

　に努めます。 

ウ．景観形成地区の指定などの制度を活用し、歴史的情緒が感じられる魅力的で個性ある市

　街地景観の形成に努めます。 

エ．湯川や古川における多自然型川づくり、親水性に配慮した川づくりを促進します。 
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Ｂ　西若松駅周辺地域 

地域特性 

●鶴ヶ城の最寄り駅である西若松駅がリニューアルされ、本市の西の玄関口としての機能向上が

　求められています。 

●地域西部から南部にかけては、従来から工場が集積していましたが、国道118号若松西バイパ

　スなどの整備等により、宅地化が進むとともに、商業施設の立地が増えています。 

●畑作を中心として、農業が盛んです。 

●地域を流れる阿賀川及び湯川は、身近な憩いの場として親しまれていますが、湯川の下流部の

　水質は、公共下水道の普及等により改善のきざしが見えるものの、なお一層の水質改善への取

　り組みが求められています。 
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今後の課題

　本地域では、鶴ヶ城の最寄り駅である西若松駅がリニューアルされ、本市の西の玄関口として 

の機能向上が求められています。

　また、国道118号若松西バイパスなどの整備等により、宅地化や商業施設の立地が進んでお 

り、事業活動や日常生活において消費されるエネルギーや排出されるごみの量は、今後ますます 

大きくなると予想されることから、リサイクルによる資源回収を促進し、ごみの発生を抑制する 

とともに、省エネルギーや新エネルギーの活用に配慮する必要があります。

　工場では、公害の未然防止に努めるとともに、事業を行うに当たっては省エネルギーや省資源 

化を推進し、廃熱や自然エネルギーなどの新エネルギーの利用について配慮する必要がありま 

す。 

環境配慮の基本的な考え方 

《人の健康を保護するまちをめざして》 

ア．汚水処理事業を推進し、河川等の水質の保全に努めます。 

イ．農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型農業を推進し、水質汚濁や土壌汚染の防止

　に努めます。 

ウ．工場では、化学物質等の適正な管理に努め、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、悪臭等の

　公害の未然防止に努めます。 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

ア．水田等の農地が有する保水機能の維持に努め、生態系の保全を図ります。 

イ．阿賀川や湯川の河川環境整備に当たっては、生態系に配慮した水辺空間の保全を促進し

　ます。また、市民が水と触れ合える親水性に配慮した水辺空間の整備を促進します。 

ウ．湯川・阿賀川河川敷の自然の植生や魚類、昆虫類等の生態系の保全に努めます。 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 

ア．田園や屋敷林、鎮守の森などの緑と農村景観の保全に努めます。 

イ．農地を都市的土地利用へ転換を図る場合には、自然環境に配慮します。 
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Ｃ　会津若松インターチェンジ周辺地域 

地域特性 

●磐越自動車道や国道49号など幹線道路が集中する交通の要衝であり、中心市街地や周辺地域と

　のアクセス道路の整備が求められています。 

●磐越自動車道の全線開通など交通基盤の整備に伴い、会津アピオや高久工業団地などの商工業

　機能が整備されています。 

●インターチェンジ周辺は農地として整備されていますが、インターチェンジの機能を活かした

　、新たな土地利用が期待されています。 

●稲作を中心として農業が盛んです。 

●神指城跡や高瀬の大木（ケヤキ）などの歴史的・文化的資源に恵まれており、それらをいかし

　た地域の活性化が求められています。 
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今後の課題

　本地域は、磐越自動車道や国道49号など幹線道路が集中する交通の要衝であり、商工業施設が 

集積しています。事業活動や日常生活において消費されるエネルギーや排出されるごみの量は、 

今後ますます大きくなると予想されることから、リサイクルによる資源回収を促進し、ごみの発 

生を抑制するとともに、省エネルギーや新エネルギーの活用に配慮する必要があります。

　また、農地と周辺の緑とが一体となった景観や生態系の保全に配慮する必要があります。 

環境配慮の基本的な考え方 

《人の健康を保護するまちをめざして》 

ア．汚水処理事業を推進し、河川等の水質の保全に努めます。 

イ．農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型農業を推進し、水質汚濁や土壌汚染の防止

　に努めます。 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

ア．水田等の農地が有する保水機能の維持に努め、生態系の保全を図ります。 

イ．阿賀川や湯川の河川環境整備に当たっては、生態系に配慮した水辺空間の保全を促進し

　ます。また、市民が水と触れ合える親水性に配慮した水辺空間の整備を促進します。 

ウ．湯川・阿賀川河川敷の自然の植生や魚類、昆虫類等の生態系の保全に努めます。 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 

ア．田園や屋敷林、鎮守の森などの緑と農村景観の保全に努めます。 

イ．農業の振興を図り、農地の確保に努めます。また、農地を都市的土地利用へ転換を図る

　場合には、自然環境に配慮します。 

ウ．天然記念物に指定された貴重な樹木を積極的に保存していきます。 
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Ｄ　会津総合運動公園周辺地域 

地域特性 

●会津総合運動公園は、市民の多様なスポーツ・レクリエーションの拠点としての整備が求めら

　れています。 

●会津若松工業団地や一ノ堰工業団地が整備され、本市を代表する工業地帯を形成しています。 

●水稲に加え、会津身不知柿や会津人参などの特産物の栽培が盛んです。 

●地域の北部は、宅地化や商業施設の集積により人口が増加しています。 
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今後の課題
　本地域は、阿賀川と山々に囲まれており、水辺を好む生物や山林を好む生物など多様な生物が 
生息しており、これら生物の生息環境を保全するとともに、生態系の保全にも配慮する必要があ 
ります。
　工業団地では、公害の未然防止に努めるとともに、事業を行うに当たっては省エネルギーや省 
資源化を推進し、廃熱や自然エネルギーなどの新エネルギーの利用について配慮する必要があり 
ます。 

環境配慮の基本的な考え方 

《人の健康を保護するまちをめざして》 

ア．農薬や肥料の使用に配慮した環境保全型農業を推進し、水質汚濁や土壌汚染の防止に努

　めます。 

イ．工場では、化学物質等の適正な管理に努め、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、悪臭等の

　公害の未然防止に努めます。 

ウ．生活排水対策等の推進により、河川等の水質保全に努めます。 

エ．生活道路や下水道、公園等の都市基盤整備を進め、良好な居住環境の整備を推進しま

　す。 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

ア．阿賀川の河川環境整備については、生態系に配慮した水辺空間の保全を促進します。 

イ．東部の山麓地帯については、東山風致地区と一体となった連続性のある自然環境の保全

　に努め、水源かん養や災害防止等の環境保全機能の確保に努めます。 

ウ．農用地や山林等を、宅地・工業用地・レクリェーション施設等に転用する際には、周辺

　の自然環境や、生態系に十分配慮します。 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 

ア．阿賀川の河川環境整備については、市民が水と触れ合える親水性に配慮した水辺空間の

　整備を促進します。 

イ．森林・農地・水辺地など一体となった自然との触れ合いの場を保全・整備します。 

－101－



（第２編第７章） 

Ｅ　東山温泉・飯盛街道周辺地域 

地域特性 
●東山温泉は、来客数が減少傾向にあることから、かつての賑わいを取り戻すことが求められて
　います。 
●「いにしえと夢の森」（旧滝沢街道・飯盛山・いにしえ夢街道・背あぶり山・小田山一帯）で
　は、民間と行政が一体となって史跡会津藩主松平家墓所や史跡葦名家花見ケ森廟をはじめとす
　る歴史資料や自然を保全・整備し、観光振興や郷土学習等へ活用する取り組みが進められてい
　ます。 

●豊かな自然に恵まれた東山ダムを含む湯川上流や周辺の森林などは、市民の憩いの場として親

　しまれています。 

●地域の西部は、中心市街地に近く、宅地化が進んでいます。 
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今後の課題

　本地域は、東山風致地区をはじめとする山々に囲まれており、市民の貴重な水源である東山ダ 

ムがあることから、上流の集落の生活排水対策を進め、水質の保全に努めるとともに、森林の水 

質かん養機能や水質浄化機能に配慮した保全策を推進する必要があります。

　また、この地域には会津藩主松平家墓所をはじめ旧滝沢本陣や飯盛山などを中心とする歴史的 

文化遺産が数多くあり、東山温泉や小田山公園、子どもの森など、山地の豊かな自然と一体と 

なった環境資源としての活用を図るとともに、人と自然・歴史が共生する保全・整備を進める必 

要があります。 

環境配慮の基本的な考え方 

《人の健康を保護するまちをめざして》 

ア．汚水処理事業の推進により、湯川や東山ダム等の水質の保全に努めます。 

イ．関係機関との連携を図りながら、東山ダムの水質保全に努め、安全でおいしい水道水の

　供給に努めます。 

ウ．生活道路や下水道、公園等の都市基盤整備を進め、良好な居住環境の整備を推進しま

　す。 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

ア．東山風致地区に指定されている東部の丘陵地については、良好な自然的・歴史的環境の

　保全に努めます。 

イ．湯川の水質浄化対策を推進するとともに、生態系に配慮した水辺空間の保全を促進しま

　す。また、市民が水と触れ合える親水性に配慮した水辺空間の整備を促進します。 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 

ア．人々が気軽に歴史に親しめるように歴史的文化遺産を相互に結びつけるネットワーク道

　路を整備し、まち並み景観についても歴史的雰囲気づくりを検討します。 

イ．社寺林や屋敷林の緑は大切な緑として、積極的な保存に努めます。 

ウ．水と緑や生き物などの自然との触れ合いの場を整備し、自然観察会などの自然との触れ

　合い活動を支援します。 

エ．自然環境と歴史的環境が一体となった景観の保全に努めます。 

オ．小田山公園、子どもの森は、市民が歩いていける身近な自然であることから、その保全

　と活用を推進します。 
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Ｆ　会津大学周辺地域 

地域特性 

●会津大学をはじめ、県のハイテクプラザなど学術研究機関が立地しています。 

●史跡大塚山古墳などの歴史的資源が残されています。 

●中高一貫教育の県立会津学鳳中学・高校が整備されるなど、教育機関の集積が進んでいます。 

●扇町地区では、土地区画整理事業が進められています。 
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今後の課題

　本地域は、旧滝沢本陣や飯盛山などを中心とする歴史的文化遺産と自然が調和した地区とし 

て、松長・居合団地は住居と自然が調和した地区として、さらには、会津大学の周辺地域は新た 

な文教地区として、扇町一帯については工場と住宅が同じ地域に立地しているところから、公害 

の防止や工場・住宅の緑化を推進していく地区として、それぞれの特性に応じた整備を進める必 

要があります。 

環境配慮の基本的な考え方 

《人の健康を保護するまちをめざして》 

ア．汚水処理事業の推進により、不動川などの水質汚濁の防止に努めます。 
イ．生活道路や下水道、公園等の都市基盤整備を進め、良好な居住環境の整備を推進しま
　す。 
ウ．工場では、化学物質等の適正な管理に努め、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、悪臭等の
　公害の未然防止に努めます。 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

ア．会津大学周辺地域については、文化学園拠点都市にふさわしい緑豊かな地区形成を図り

　ます。 

イ．東山風致地区に指定されている東部の丘陵地については、良好な自然的・歴史的環境の

　保全に努めます。 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 

ア．人々が気軽に歴史に親しめるように歴史的文化遺産を相互に結びつけるネットワーク形

　成を図り、まち並み景観についても歴史的雰囲気づくりに努めます。 

イ．社寺林や屋敷林の緑は大切な緑として、積極的な保存に努めます。 

ウ．景観協定地区の認定などの制度を活用し、歴史的景観の保全を推進します。 

エ．天然記念物に指定された貴重な樹木を積極的に保存していきます。 
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Ｇ　芦ノ牧温泉・大川周辺地域 

地域特性 

●大川羽鳥県立自然公園をはじめとする美しい自然や、史跡大戸古窯跡群など貴重な自然・歴史

　資源に恵まれています。 

●農業生産基盤の整備が進められ、水稲を中心にりんごなどの果樹栽培が行われています。 

●芦ノ牧温泉は、来客数が減少傾向にあることから、かつての賑わいを取り戻すことが求められ

　ています。 
●本市と南会津地域や北関東を結ぶ国道118号線と会津鉄道会津線が地域を縦貫しており、本市
　の南の玄関口として、交通基盤のさらなる充実が求められています。 
●多目的ダムである大川ダム周辺には公園等が整備され、市民の憩いの場として親しまれていま
　す。 
●標高が高い地域にはブナ・チシマザサ群落、ヒノキアスナロ群落など、自然度の高い植生が分
　布しています。 
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《人の健康を保護するまちをめざして》 

ア．汚水処理事業の推進により、河川や大川ダムの水質保全に努めます。 

イ．農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型農業を推進し、水質汚濁や土壌汚染の防止

　に努めます。 

ウ．飲用水の水源保全に積極的に努めます。 

今後の課題

　本地域は、大川羽鳥県立自然公園や大戸岳をはじめとする山々に囲まれ、水辺や山林を好む生 

物など多様な生物が生息・生育しており、野生生物の種の保存に努めるとともに、生態系の保全 

にも配慮する必要があります。

　北部には、貴重な文化遺産である大戸古窯跡群があり、保護や活用を検討します。

　また、農業や林業を通して、自然と触れ合えるグリーン・ツーリズムやエコツーリズムなどの 

活動を推進していく必要があります。 

環境配慮の基本的考え方 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

ア．阿賀川の生態系に配慮した水辺空間の保全を図り、市民が水と触れ合える親水性に配慮

　した水辺空間の整備を促進します。 

イ．農地や森林、水辺地などの野生生物の生息・生育環境を保全し、生態系の多様性の確保

　に努めます。 

ウ．ブナ・チシマザサ群落等の自然度が高い植生の保全に努めます。 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 

ア．大川羽鳥県立自然公園の渓流や山間等の自然環境を保全し、阿賀川沿いや大川ダム周辺

　を活用した市民の交流空間の整備を検討します。 

イ．緑や生き物などの自然との触れ合いの場を整備し、自然観察会などの自然との触れ合い

　活動を支援します。 

ウ．都市住民がその自然、文化、景観や人々との交流を楽しむことができる滞在型の余暇活

　動であるグリーン・ツーリズムやエコツーリズムの推進に努めます。 
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Ｈ　猪苗代湖周辺地域 

地域特性 

●磐梯朝日国立公園を形成する猪苗代湖をはじめ、天然記念物赤井谷地沼野植物群落など豊かな

　自然に恵まれており、猪苗代湖の水質など、かけがえのない自然環境の保全が求められていま

　す。 

●水稲・大豆・トマトなどの栽培が盛んな地域です。 

●グリーン・ツーリズムやエコツーリズムの推進、さらには猪苗代湖水浴場や会津レクリエーシ

　ョン公園をはじめとする豊かな地域資源による、地域の活性化が求められています。 

●身近な道路の整備をはじめ、良好な住環境の整備が求められています。 
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今後の課題

　本地域には、猪苗代湖や背あぶり高原、赤井谷地沼野植物群落に代表される多様な自然環境が 

あり、関係機関と連携を図りながら、開発に対する規制・指導を行い、水質保全や森林保全等に 

努めるとともに、水辺や森林を好む生物などの多様な生態系の保全にも配慮する必要がありま 

す。

　また、農業用水・排水施設の活用などを図り、環境保全型の農業を促進するとともに、農業や 

林業を通して自然と触れ合えるグリーン・ツーリズムやエコツーリズムなどの活動を推進してい 

く必要があります。 

環境配慮の基本的考え方 

《人の健康を保護するまちをめざして》 

ア．汚水処理事業を推進し、猪苗代湖や赤井谷地の水質保全に努めます。 

イ．関係機関との広域的な連携を図るとともに、会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画に

　基づき、猪苗代湖の水質保全に努めます｡ 

ウ．農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型農業を推進し、水質汚濁や土壌汚染の防止

　に努めます。 

エ．森林を保全し、かん養保水能力を維持しながら飲用水の水源保全に積極的に努めます。 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

ア．会津レクリエーション公園や湖水浴場など、地域資源や自然環境を活かした研修・交流

　機能の整備を検討します。 

イ．緑や生き物などの自然との触れ合いの場を整備し、自然観察会などの自然との触れ合い

　活動を支援していきます。 

ウ．都市住民がその自然、文化、景観や人々との交流を楽しむことができる滞在型の余暇活

　動であるグリーン・ツーリズムやエコツーリズムの推進に努めます。 

エ．猪苗代湖の水辺空間の自然景観の保全に努めます。 

ア．農地や背あぶり山などの樹林地、赤井谷地の湿地、猪苗代湖の水辺などに生息・生育す

　る野生生物や生態系を一体的に考え、総合的な保全施策を推進します。 

イ．キタゴヨウ群落等の自然度が高い植生の保全に努めます｡ 

ウ．関係機関との連携を図りながら猪苗代湖の水質を保全するとともに、ハクチョウ・ミズ

　スギゴケ等の生育・生息環境を保全します。 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 
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Ｉ　北会津地域 

地域特性 

●特別栽培農産物や加工品の開発など、高付加価値型農業の取り組みが進められています。 

●花き、イチゴ、アスパラガスなどの施設園芸やリンゴ、ぶどうなどの果樹栽培が盛んに行われ

　ており、それらをいかした観光農業も行われています。 

●地域内には、県の天然記念物に指定されたイトヨの生息する白山沼やゲンジボタルの生息する

　ホタルの森公園があります。 
●地域間の交流を盛んにするため、中心市街地とのアクセスの向上や地域内の幹線道路の整備な

　ど、交通基盤の充実が求められています。 

●阿賀川や宮川の美しい水辺空間をはじめとする豊かな自然や美しい田園景観が残されており、

　それらの保全が求められています。 

●教育施設の整備や、上下水道の整備など身近な住環境の整備が求められています。 
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《人の健康を保護するまちをめざして》 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 

ア．汚水処理事業の推進により、河川や池沼、地下水等の水質の保全に努めます。 

イ．農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型農業を推進し、水質汚濁や土壌汚染の防止

　に努めます。 

ウ．生活道路や上下水道、公園等の都市基盤整備を進め、良好な居住環境の整備を推進しま

　す。 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

環境配慮の基本的考え方 

ア．自然環境を活かした研修・交流機能の整備を検討します。 

イ．緑や生き物などの自然との触れ合いの場を整備し、自然観察会などの自然との触れ合い

　活動を支援していきます。 

ウ．都市住民がその自然、文化、景観や人々との交流を楽しむことができる滞在型の余暇活

　動であるグリーン・ツーリズムやエコツーリズムの推進に努めます。 

今後の課題

　本地域には、白山沼イトヨ生息地や、ホタルの森のゲンジボタルなどに代表される貴重な水辺 

地の生態系が維持されており、この自然的機能を保全保護するために、河川の水質保全に配慮す 

るとともに、自然とのふれあいや学習の場としてこれらを有効活用していく必要があります。

　また、美しい田園風景「里」の景観と豊かな自然を保全活用し、体験農業やグリーン・ツーリ 

ズムやエコツーリズムなどの、観光・交流を視野に入れた地域産業の展開にも配慮が必要です。

　一方、暮らしの便利さを高めるための都市的基盤の確立のため、道路や上下水道をはじめとす 

る生活環境の整備が求められています。 

ア．白山沼イトヨ生息地や、ホタルの森のゲンジボタルの保護保全を図ります 

イ．広々とした農用地と点在する集落が美しい「さと」の農村景観を守ります。 

ウ．公園緑地等の整備により、緑を確保し、生き物などの自然との触れ合いの場を増やしま

　す。 
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Ｊ　河東地域 

地域特性 

●平坦部においては、優良な稲作地帯としての良質米生産、中山間部においては、高冷地の環境

　をいかしたソバや園芸作物の生産振興が行われています。 

●磐越自動車道や国道49号、国道121号、ＪＲ磐越西線など幹線道路や鉄道が集中していま

　す。 

●磐梯河東インターチェンジ周辺では、地域の活性化につながる有効な土地利用が期待されてい

　ます。 
●地域の北部には、地域経済を支える大規模な工場や水力発電所が立地しています。 

●地域の西部には、県立会津統合病院（仮称）の整備が計画されています。 

●国指定重要文化財八葉寺や、無形文化財の空也念仏踊りをはじめとする歴史的・文化的資源や

　観光施設が点在しています。 

●日橋川や森林原野など豊かな自然に恵まれています。 
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今後の課題

　農用地については、美しい田園景観の保全に配慮しながら、農業生産基盤整備を推進し、優良 

農用地として、より一層生産性の向上を図るとともに保全に努めることが必要です。

　西部では、地域高規格道路会津縦貫北道路や県立会津統合病院（仮称）の整備が予定されます 

が、優良農地として保全することを基本としながら、土地利用についての検討が必要です。

　中央部では、周辺環境との調和を図りながら、河東学園や広田西公園など公共施設の整備を進 

めるとともに、北山会津若松線の整備促進など、生活環境の利便性向上が必要です。

　磐梯河東インターチェンジ周辺においては、商業施設や住宅地を除き、その機能をいかした土 

地利用について検討します。

　なお、東部の自然的土地利用については、自然景観との調和を図りながら、その多面的な機能 

の保全に留意することが必要です。 

ア．汚水処理事業を推進し、河川や地下水等の水質の保全に努めます。 

イ．農薬や化学肥料の使用に配慮した環境保全型農業を推進し、水質汚濁や土壌汚染の防止

　に努めます。 

ウ．生活道路や上下水道、公園等の都市基盤整備を進め、良好な居住環境の整備を推進しま

　す。 

エ、有害化学物質を使用している工場・事業所に対し、適正な使用・保管を指導します。 

《人と自然が健全に共生するまちをめざして》 

環境配慮の基本的考え方 

《人の健康を保護するまちをめざして》 

ア．会津レクリエーション公園など、自然環境を活かした研修・交流機能の整備を検討しま

　す。 

イ．緑や生き物などの自然との触れ合いの場を整備し、自然観察会などの自然との触れ合い

　活動を支援していきます。 

ウ．都市住民がその自然、文化、景観や人々との交流を楽しむことができる滞在型の余暇活

　動であるグリーン・ツーリズムやエコツーリズムの推進に努めます。 

エ．皆鶴姫の碑群や八葉寺、などの歴史的な遺産の保全を図ります。 

ア．土地利用の転換にあたっては、自然環境や農地の保全に配慮します。 

イ．農用地については、美しい田園景観の保全に配慮しながら、農業生産基盤整備を推進

　し、優良農用地として、より一層生産性の向上を図るとともに保全に努めます。 

ウ. 東部の自然的土地利用については、自然景観との調和を図りながら、その多面的な機能

　の保全に留意します。 

《自然と歴史を守り、人と自然が触れ合えるまちをめざして》 
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