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第６章 

エリア別環境配慮指針 
 第６章では､市民が日常生活を営む上で、また事業者が日々の事業活動を

行う上で特に配慮するべき事項を、自然的社会的特性で区分したエリア別

に環境配慮指針として示しています。 
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第第６６章章  エエリリアア別別環環境境配配慮慮指指針針  

１ 基本的な考え方 

 本市は、地形的な特性から、阿武隈川流域に広がる福島盆地(伊達、保原、梁川地域)に含まれる北部

と、阿武隈高地(霊山、月舘地域)からなる南部から形成されています。福島盆地において海抜５０ｍ以下

の地域がある一方で、阿武隈高地は南北に海抜５００～８００ｍ程度の山を連ねています。このように、地

域によって特性は様々であり、この他にも産業構造や土地利用、歴史・文化など、環境を形成する様々な

要素が地域によって異なる特性を有しています。 

 多種多様な環境の保全を図るためには、地域のもつ特性や課題を把握した上で、エリアごとの適切な配

慮指針が求められます。 

 この章では、本市を自然環境や地形、土地利用などの環境要素をもとに４つのエリアに区分し、それぞ

れのエリアごとに特に留意すべき環境配慮指針を示します。 

 最後に、定期的に作成している放射線量マップにより、本市の放射線量の推移や現状を確認します。 

 

２ エリア区分 

①．住宅･市街地エリア 

 幹線道路に面した既成市街地や主に住居系

の土地利用がなされたエリア 

②．田園・農地エリア 

 梁川地域・保原地域をはじめとした、田畑や農

村集落が広がるエリア 

③．森林・里山エリア 

 霊山地域・月舘地域を中心とする、森林や里山

で構成されたエリア 

④．河川・水辺エリア 

 阿武隈川に注ぐ中小河川や大小の沼・ため池、

農業水路などの周辺エリア 

田園・農地エリア 

住宅・市街地

エリア 

河川・水辺エリア 

森林･里山エリア 
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３ エリア別環境配慮指針 

住宅･市街地エリア 

◆エリアの概要 

 幹線道路に面した既成市街地や主に住居系の土地利用がなされたエリア 

 

 

 

 

 

◆環境保全に関する主な課題 

・ 3R*の推進及び分別収集などのごみ出しルールの周知徹底 

・ ごみのポイ捨て、ペットのふんの不始末などに対するモラルの向上 

・ 市街地における緑地の保全、緑の創出 

・ 近隣生活公害（騒音・悪臭など）の未然防止 

・ 低公害な自動車の利用やエコドライブ*など、環境負荷の尐ない自動車利用の促進 

・ 地域における環境保全の基盤となるコミュニティ*組織の整備・充実 

◆環境配慮指針 

≪環境美化に努めましょう≫ 

ペットのふんの適正処理／ごみのポイ捨て防止／空き地の適正管理  など 

≪ごみの減量、適正処理に努めましょう≫ 

レジ袋の削減（マイバッグの持参）／生ごみの減量化／資源ごみの回収／ごみ出しルールの順守徹底／

ごみステーションの適切な管理  など 

≪住宅地の緑化に努めましょう≫ 

緑のカーテンの実践／緑化イベントへの参加／生け垣の設置・整備  など 

≪近隣に配慮して日常生活を送りましょう。≫ 

家庭ごみの適正処理（野焼き禁止）／ペットの適正飼養／ピアノ演奏などの時間・音量の配慮 など 

≪環境負荷の少ない移動手段を選びましょう≫ 

公共交通機関や自転車の利用／エコカーの購入・利用／エコドライブ*の実践  など 

≪地域コミュニティ*の充実を図りましょう≫ 

まち美化プログラムへの町内会などでの参加／地域の祭りや伝統行事への参加 など 

【 】は、基礎調査報告書の関連ペ

ージを指しています。（以降も同様） 

▲諏訪野（伊達） ▲陣屋通り（保原） ▲梁川 
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田園・農地エリア 

◆エリアの概要 

 梁川地域・保原地域をはじめとした、田畑や農村集落が広がるエリア 

 

 

 

 

 

◆環境保全に関する主な課題 

・ 環境負荷の尐ない持続可能な農業の推進 

・ 遊休農地*の利活用 

・ 農村景観の保全と創出 

・ 農村集落の生活環境の保全・向上 

・ 法律に基づく農業残さなどの適正処理の徹底（野焼きの禁止） 

◆環境配慮指針 

≪環境保全型農業に努めましょう≫ 

農薬の適切な使用／エコファーマー*／地産地消*／農業バイオマス*利用  など 

≪遊休農地*の活用に努めましょう≫ 

菜の花プロジェクト／地域産品の開発／市民農園  など 

≪農村集落の生活環境の保全と向上に努めましょう≫ 

家畜排泄物の適正管理や利用促進、臭気対策／農業集落排水処理施設への接続や合併処理浄化槽

の設置  など 

≪交流を通じて農業振興に努めましょう≫ 

クライン・ガルテン*、グリーンツーリズム*などでの来訪者との交流  など 

≪多様な生物の生息・生育環境に努めましょう≫ 

遊休農地*を活用したビオトープ*の整備／法面や圃場整備などにおける外来種*の侵入防止、在来植生

の保全  など 

 

【 】は、基礎調査報告書の関連ペ

ージを指しています。（以降も同様） 

【 】は、基礎調査報告書の関連ペ

ージを指しています。（以降も同様） 
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森林・里山エリア 

◆エリアの概要 

 霊山地域・月舘地域を中心とする、森林や里山で構成されたエリア 

 

 

 

 

 

 

◆環境保全に関する主な課題 

・ 荒廃森林の防止に向けた間伐や下草刈りなどの維持管理 

・ 外来種*の防除 

・ 遊びなどを通じた子ども達の自然体験の促進 

・ 里山景観・森林景観の保全 

・ 公共交通空白地域の解消 

・ 不法投棄対策 

◆環境配慮指針 

≪健全な森林整備を促進しましょう≫ 

間伐･下草刈りの実施／地場産材の活用  など 

≪野生生物を保護・管理しましょう≫ 

野生生物の実態把握・保護／開発に際する生態系*への配慮／外来種*対策／有害鳥獣による被害防止

対策の推進  など 

≪自然とふれ合う場として活用しましょう≫ 

森林環境学習・森林観察会の実施／自然体験型施設の充実／エコツーリズム*  など 

≪公共交通機関の利便性向上に努めましょう≫ 

デマンド型乗合タクシーの利用  など 

≪不法投棄防止に協力しましょう≫ 

環境パトロール／意識啓発／家電製品の処理方法の周知／建設リサイクルの推進  など 

【 】は、基礎調査報告書の関連ペ

ージを指しています。（以降も同様） 

▲羽山 ▲女神山 ▲茶臼山 
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河川・水辺エリア 

◆エリアの概要 

 市内を流れる中小河川や大小の沼・ため池、農業水路などの周辺エリア 

 

 

 

 

 

 

◆環境保全に関する課題 

・ 河川への生活排水流入の防止、水質浄化 

・ 広瀬川・古川の汚濁負荷軽減に向けた公共下水道や合併処理浄化槽などの計画的な整備・普及 

・ 外来種*の防除 

・ 自然と調和した河川の整備・管理 

・ 人為的な作業ミスによる油流出事故の抑制 

◆環境配慮指針 

≪河川の水質浄化に努めましょう≫ 

公共下水道への接続や合併処理浄化槽の設置／産業排水処理への指導／意識の啓発／作業ミス防止

による油の流出抑制  など 

≪自然と調和した水辺空間を整備しましょう≫ 

多自然川づくり／親水空間の確保／ビオトープ*の創作  など 

≪水辺の安全管理を促進しましょう≫ 

河川などの定期的な点検・改修  など 

≪生物の成育・生息環境の保全に努めましょう≫ 

開発に際する生態系*への配慮／外来種*対策  など 

 

 

【 】は、基礎調査報告書の関連ペ

ージを指しています。（以降も同様） 

▲阿武隈川（伊達） ▲広瀬川（霊山） ▲古川（保原） 
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４ 本市の放射線量 

 本市では、平成２３年８月から定期的に市内の一斉放射線量測定を実施しています。 

 放射線量の推移は以下のとおりです。 

 

  

 

 

本市の放射線量は、迅速に取り組んできた除染や自然減衰などの効果により、大幅に低減されてきてい

ますが、山間部の一部などは現在でも比較的放射線量が高めなところもあります。 

 今後は、有効な放射線量低減対策を検討し取り組んでいくとともに、低線量下での健康管理対策などの安

全・安心な生活の確保のための取り組みを行っていくことが重要です。 

 

○市役所各庁舎の環境放射線量の推移                                単位 μ Sv/ｈ 

 H23.7 H23.11 H24.3 H24.7 H24.11 H25.3 H25.7 H25.11 

保原本庁舎 0.75 0.55 0.45 0.39 0.36 0.36 0.30 0.29 

梁川分庁舎 0.56 0.50 0.40 0.35 0.33 0.29 0.24 0.23 

伊達総合支所 0.47 0.39 0.34 0.29 0.27 0.25 0.21 0.20 

霊山総合支所 1.05 0.84 0.67 0.56 0.52 0.43 0.28 0.26 

月舘総合支所 0.72 0.60 0.50 0.41 0.37 0.33 0.26 0.20 

（測定値は計測月に測定した値の平均値） 

第１回（平成２３年８月） 第８回（平成２５年１１月） ⇒ 
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福島県指定文化財 

『旧亀岡家住宅』 


