伊達市環境基本計画
概 要 版
平成23年度〜32年度

人と自然が織りなす
豊かな環境都市を目指して
伊達市の環境を保全し、未来へ残していくために、
市民・事業者・行政が協働して取り組むための指針を作成しました。
平成32年度を目標とする10年間の計画です。

平成23年3月

伊達市の環境の特徴や課題
伊達市の環境の誇れるところ、残したいところ
肥沃な農地で営まれる
多様な果樹・野菜の園芸農業

市街地に広がる果樹園や
田園と一体となった農村景観

特産のもも

各地域に伝わる
伝統の祭り

桃源郷

住民の主体的な管理による
緑豊かな町並み

つつこ引き祭り
（市指定無形民俗文化財）

諏訪野

市の豊かな自然を象徴する
名峰霊山

霊山（国指定史跡･名勝）

環境保全活動や森林学習
奉仕活動等の主体的な取り組み

山舟生小学校 緑の少年団

伊達市の環境の主な課題
■自然環境

■快適環境

●

●

●

●

森林や里山の荒廃が進みつつあります。間伐

ペットのふんの不始末やポイ捨て、不法投棄な

などの森林づくりによる、森林の 公益的機能

どの 苦情が増えています。一人ひとりのマナ

の維持・回復が必要です。

ーの遵守、モラルの向上が必要です。

遊休農地が増えています。本市の特色ある農
業を生かし、農業体験等のグリーンツーリズム

■地球環境

など、様々な利活用方策の検討が必要です。

●

公共交通の 空白地域・不便地域を解消し、公

子供たちの自然体験の機会が減っています。

共交通機関の利便性向上を図ることで、自動

遊び等を通じた自然とふれあう機会の創出が

車利用による環境負荷を抑制することが必要

必要です。

です。

■生活環境

■環境保全に取り組む基盤づくり

●

●

●

広瀬川や古川などの川の水質を浄化するため、

市街地において、単身世帯や集合住宅の増加

浄化槽など、生活排水処理施設の計画的な整備

等による地域コミュニティの希薄化が進み、近

･普及が必要です。

隣環境問題も顕在化するようになりました。

家庭ごみの焼却や農業残さの野焼きによる苦情

良好なコミュニティ組織の整備･充実が必要で

が増えています。法律を守ることの徹底、近隣へ

す。

の配慮などが必要です。

【自然環境】
豊かな自然の中で
人々が共生できるまち

＊3R(スリーアール）
リデュース
（Reduse：発生抑制）
、
り
ユース
（Reuse:再利用）
、
リサイクル（
：再生利用）の言葉の頭文字Rをとっ
て、
３つあるので３R（スリーアール）
と
いいます。

【生活環境】
誰もが健康で
安心して暮らせるまち

【快適環境】
ゆとりと潤いのある
快適に暮らせるまち

【地球環境】
地域から地球環境の
保全に貢献するまち

【環境保全に
取り組むための基盤づくり】
ともに学び、考え、行動する
環境にやさしいまち

はじめの一歩！〜リーディングプロジェクト〜
＜No.1＞

だての森林（もり）づくり大作戦！

市内の土地利用の約4割を占める森林を保全・整備

森林の保全･整備

することにより、森林が持つ公益的機能（二酸化炭素の

● 森林の公益的機能の理解促進

吸収、水源かん養機能、大気浄化機能等）の維持・増進

● 企業の森づくりの促進

を図ります。

● 森林環境税を活用した森林づくりの推進

また、木材資源、特に地場産材の利活用を推進するこ
とにより、森林整備の需要を喚起します。

木材資源の利活用促進
● 公共事業等における地場産材の率先利用
● 木造住宅建設時における地場産材の
利用促進
● ペレットや薪の利用促進

羽山（月舘）

月舘森林公園

【主な成果指標】 間伐面積（ha）

＜No.2＞

H20：164

H27：180

H32：200

農地復活、農村集落活性化大作戦！

県都に隣接した交通アクセスの良さと県内有数の園

自然資源を通じたふれあいの機会づくり

芸作物の生産量を誇る本市の特色を生かし、クライン

● クライン･ガルテン整備による交流促進

ガルテンの整備や農業体験等のグリーンツーリズムの

● グリーンツーリズムによる体験型観光の促進

推進により、都市住民との交流等を通じた遊休農地の

● 自然資源を活用したエコツーリズムの促進

解消と利活用を促進します。
また、果樹や野菜を中心とした地域の特産品の良さ
を広く知ってもらうため、食育事業や地産地消の取り組
みを通じて、農業振興や農村集落の活性化を図り、豊か
な農村の維持・回復を図ります。

田植え体験（富成小）

地産地消、食育の推進
● 学校給食を通じた地場産農作物の提供拡大

優良農地の確保と遊休農地の利活用促進
● 景観形成作物（菜の花など）による
遊休農地の利活用促進

手入れが行き届いた棚田

【主な成果指標】 遊休農地の面積（ha）

H17：1,264

H27：1,257

H32：1,250

＜No.3＞

鮎がきらめく きれいな川復活大作戦！

市内でも特に水質悪化が懸念されている広瀬

水質浄化対策の推進

川や古川等を対象に、主要 な汚濁負荷の要因で

● 流域連携による対策の推進

ある生活排水の流入を抑制するために、地域特性

● 自然環境に配慮した河川整備・管理

に応じた生活排水処理施設の整備や合併処理浄
化槽の設置促進、家庭への啓発活動等を行います。

生活排水処理対策の推進

特に広瀬川流域は、広瀬川流域生活排水対策重

● 合併処理浄化槽の設置促進

点地域に指定されており、流域自治体と連携し、

● 適切な生活排水処理の啓発

鮎が棲めるようなきれいな川の復活を目指します。

河川・水辺の環境美化の推進
● 河川美化活動への参加促進

伊達のふるさと夏祭り

広瀬川（梁川）

【主な成果指標】 広瀬川の水質基準（BOD ※75％水質値：mg／l）
H21：1.9
H27：1.8

H32：1.7

※BOD：水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量で、河川などの汚濁を示す代表的な指標のこと。
この値が大きいほど、河川などの水中には有機物が多く、水が汚れていることを示しています。

＜No.4＞

ごみダイエット大作戦！

近年は、生活系・事業系ともにごみの排出量は

生活系ごみの減量化

着実に減少していますが、ごみ質の多様化がごみ

● マイバッグ持参運動の促進

処理をする上での大きな問題となっています。そ

● 生ごみ減量化の取り組み促進

こで、市民、事業者そして市が連携・協働して3R

● マイ箸、マイボトル等の取り組み促進

の中でも最も重要なＲｅｄｕｃｅ
（リデュース：ごみの

● 学校給食残さ等の飼料化･堆肥化

発生抑制・減量）に重点的に取り組みます。

事業系ごみの減量化
● 事業系ごみの減量化、適正処理の推進

伊達地方衛生処理組合

伊達路クリーン作戦

【主な成果指標】 一人当たりの年間ごみ排出量（kg）
H21：363
H27：271

H32：260

多様な環境を守りましょう！〜エリア別環境配慮指針〜
阿武隈川流域に広がる福島盆地に含まれる北部から、阿武隈高地の南部まで、多様性に富む本市の環境を保全
するため、自然環境や地形、土地利用等をもとに区分した４つのエリアごとに環境配慮の方向性を示します。

住宅･市街地エリア

森林・里山エリア

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

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

▲陣屋通り
（保原）

▲梁川

▲羽山

▲茶臼山

・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
理など環境美化に努めましょう。
・マイバッグの持参、生ごみの減量化、ごみ出しルールの順守徹底
などごみの減量・適正処理に努めましょう。
・緑のカーテンの実践、生け垣の設置・整備など住宅地の緑化に努
めましょう。
・家庭ごみの適正処理（野焼き禁止）、ペットの適正飼養など近隣
に配慮して日常生活を送りましょう。
・エコカーの利用、エコドライブの実践など環境負荷の少ない移動
手段を選びましょう。
・まち美化プログラムへの参加、地域の祭りや伝統行事への参加な
ど地域コミュニティの充実を図りましょう。

・間伐･下草刈りの実施、地場産材の活用など健全な森林整備を促進
しましょう。
・開発に際しての生態系への配慮、外来種対策、有害鳥獣による被
害防止対策などを通じて、野生生物を保護・管理しましょう。
・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森
林を自然とふれ合う場として活用しましょう。
・デマンド型乗合タクシーなど公共交通機関の利用に努めましょう。
・環境パトロール、家電製品の処理方法の周知、建設リサイクルの
推進などにより、不法投棄防止に協力しましょう。

田園･農地エリア

河川・水辺エリア

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

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

▲阿武隈川（伊達）

・農薬の適切な使用など環境保全型農業に努めましょう。
・菜の花の栽培や地域産品の開発、市民農園などの工夫により、遊
休農地の活用に努めましょう。
・家畜排泄物の適正管理、合併処理浄化槽の設置など農村集落の生
活環境の保全と向上に努めましょう。
・クライン･ガルテン、グリーンツーリズムなどの交流を通じて、農
業振興に努めましょう。
・遊休農地を活用したビオトープの整備、法面や圃場整備等におけ
る外来種の侵入防止、在来植生の保全などを通じて、多様な生物
の生息・生育環境に努めましょう。

■発行／伊達市
■企画･編集 ／

▲広瀬川（霊山）

・公共下水道への接続や合併処理浄化槽の設置、作業ミス防止によ
る油の流出抑制などにより、河川の水質浄化に努めましょう。
・多自然型の河川整備、親水空間の確保、ビオトープの創作など自
然と調和した水辺空間を整備しましょう。
・河川等の定期的な点検・改修など水辺の安全管理を促進しましょ
う。
・開発に際する生態系への配慮、外来種対策など生物の成育・生息
環境の保全に努めましょう。

■発行月／2011年（平成23年）
３月

伊達市 市民生活部 環境防災課 環境係
〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋180番地
TEL 024-575-1228
FAX 024-576-7199
ホームページアドレス http : // www. city. date. fukushima. jp
Ｅ-mail kankyo@city. date. fukushima. jp

この計画について詳しい内容をお知りになりたい方は、市のホームページ等で閲覧することができます。

