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第 1 章  

恵まれた自然環境と調和した生活空間の創造 
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1 現状と課題 

本町の有する自然環境は、豊かな森林資源に代表されるように、手つかずの自然が多く残

っています。地球温暖化問題で世界的な環境保全行動が大きく取り上げられる中、本町とし

ても自然環境を保全し、地域資源として未来へ引き継ぐための独自の取組が必要です。 

本町の山岳や湿原、渓谷、河川などは、四季折々の美しい自然景観を形成しており、町民

の貴重な財産であるとともに、地域の大きな観光資源となっています。しかし、観光資源と

して活用していく中で、利便性を優先するあまり、その美しい自然環境が形を変え、少しず

つ失われていくことが危惧されています。 

今後とも、自然環境の保護意識の高揚に努め、貴重な財産を後世に伝えていくことがわた

したちの責務となっています。 

一方では、身近にある自然に親しみ、自然資源をいかした収益につながる新エネルギーの

利用方法の検討を行い、地球温暖化防止のための森林整備を進め、二酸化炭素の排出抑制に

つながるカーボン・オフセット、自然資源を活用したチップボイラーやペレットストーブ等

の有効利用を図る必要があり、「第２次南会津町環境基本計画」や「南会津町地域新エネル

ギービジョン」に基づく施策の推進を図っていかなければなりません。このように、自然環

境を保全し自然との共生と森林利用による経済性を確保できる社会を築いていくことが重

要となっています。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●町民みんなが自然を大切にする気持ちを持っています。 

●自然資源や自然エネルギーを有効に活用し、自然と共存しています。 

●あらゆる社会活動をとおして環境への負荷を低減しています。 

 

取組の 

方 針 

●自然環境の保護意識高揚に努め、貴重な財産を後世に継承していきます。 

●自然資源を有効利用した経済性に見合う新エネルギーの利活用を進めま

す。 

●自然エネルギーを活用した施設の導入を図り、自然と共生し、災害に強い

まちづくりを推進します。 

●自然保護に携わる人材育成と、その活動を支援します。 

●本町の自然資源に関する情報の整備と発信に努めます。 

●地域の資源が循環する環境保全型の農業を進めます。 

 
 
 
 

第 1章 恵まれた自然環境と調和した生活空間の創造 

1-1 自然環境の保全と自然資源の高度利用 

第 1 節 自然環境の保全と次世代への継承を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 
主体の分類 想定される役割 

行

政 

町（国・

県） 

・環境保全に関する普及啓発を行います。 

・観測や調査により環境状況を監視します。 

・地球環境問題に関する町民、事業所への啓発を推進します。 

・省資源・省エネルギーの推進を図ります。 

・自然保護思想の普及啓発を行います。 

・自然保護活動や自然とのふれあい活動に対する支援を行います。 

・生物の多様性の確保や野生鳥獣の適正な保護管理を行います。 

・森林整備の推進・支援を行います。 

・学校や生涯学習の場における環境学習を推進します。 

・公用車更新の際、低燃費車、ハイブリット車への転換を進めます。 

・公用車のアイドリングストップを実践します。 

町

民

等 

個人 

・自家用車のアイドリングストップを実践します。 

・節電等を心がけ二酸化炭素排出削減に配慮します。 

・地域等で行う環境保全活動に積極的に参加します。 

・身近な自然の保護活動・ふれあい活動に参加します。 

・環境学習会に参加します。 

地域・団体 

事業所等 

・環境美化や環境保全活動を行います。 

・公害関係法令を遵守して事業活動を行います。 

・環境に配慮した製品の開発や環境保全活動に主体的に取組みま

す。 

・森林を適正に管理し、間伐材の活用に取組みます。 

・省資源・省エネルギーの推進を図ります。 

・地域が共同して環境保全型の農業の推進を図ります。 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

住宅用太陽光システム設置数 14箇所 80箇所 96箇所 120箇所 

新エネルギー導入公共施設数 ２箇所 ５箇所 ７箇所 10箇所 

低公害車の導入台数（公用車） ７台 10台 10台 15台 

 

【カーボンオフセット】 
 ●日常生活や経済活動において排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資
することで、排出した分を埋め合わせるという考え方。 

【新エネルギー】 
 ●太陽光、太陽熱、小水力発電、雪氷冷熱などの自然エネルギーやリサイクルエネルギーなどの、石油に代わるエネル
ギーの総称のこと。 

【第２次南会津町環境基本計画】 
 ●地域における環境の保全を創造に関する長期的な目標及び環境施策の方向性を明確にした、本町環境行政の総合的
な計画。 

【新エネルギービジョン】 
●地域の特性を充分に踏まえた可能性を検討し、地域に適した新エネルギーの導入を推進するための計画。 
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1 現状と課題 

本町は、阿賀野川水系の最上流域に位置する自然環境に恵まれた町であり、流域全体の自

然環境を保全していくため重要な立場にあります。従って、ごみ・し尿・汚物処理等の環境

衛生対策に積極的に取組、環境を維持するばかりでなく、環境に負荷の少ない、持続可能な

循環型社会の構築が強く求められています。 

ごみ処理業務及びし尿処理・火葬業務については、南会津地方環境衛生組合を設立し、よ

り効率的な事業運営に努めています。 

不法投棄問題については、山間地域で人目につきにくいという地理的特性もあり、心ない

者による不法投棄が絶えない現状にあります。今後は、監視員によるパトロールを強化し、

循環型社会形成の意識啓蒙と併せて不法投棄をなくしていくことが求められます。 

また、ごみ処理に関して、限りある資源を有効に活用し、自然環境に負荷の少ない持続可

能な社会の構築を目指し、細分化された分別収集が行われており、なお一層の定着が望まれ

るとともに、ごみ減量化へ向けた取組の強化が課題となっています。 

さらに、ごみの分別や搬出が困難な一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加に伴う対策

が必要になってきます。 
 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●衛生的で清潔な町になっています。 

●町民がリサイクルに対する取組を実践しています。 

●河川水質や大気・土壌等の汚染防止のため、恒常的に監視しています。 

 

取組の 

方 針 

●限りある資源の有効活用に努め、環境に負荷の少ない持続可能な循環型

社会の構築を目指します。 

●ごみ・し尿等の処理業務を行う一部事務組合の効率的運営を実施し、将

来の広域処理業務へ向けた総合的な業務体制を構築します。 

 

 

 

 

第 1章 恵まれた自然環境と調和した生活空間の創造 

1-2 環境衛生対策の充実 

第 1 節 自然環境の保全と次世代への継承を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

一人一日あたりのごみ

の排出量 
1,037ｇ 1,095ｇ 1,142ｇ 1,000ｇ 

ごみのリサイクル率 13.5％ 11.0％ 11.9％ 15.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【典型７公害】 
 ●水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、悪臭、騒音、振動、地盤沈下の７つを指す。 
【コンプライアンス】 

 ●法令遵守。特に、企業がルールに従って公正・公平に業務遂行すること。 
【マネジメントシステム】 
 ●企業の経営を管理する制度や方式のこと。  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・広域的、効率的な廃棄物処理体制を推進します。 

・ごみの分別について啓蒙啓発を行います。 

・家庭ごみの発生抑制について啓蒙啓発を行います。 

・集められたごみのリサイクル率を向上します。 

・典型７公害について監視します。 

・不法投棄対策を強化します。 

町

民

等 

個人 

・ごみ出しのルールを遵守します。 

・家庭ごみの発生を少なくし、生ごみの資源化に努めます。 

・ペットの飼育や近隣騒音等、モラルの向上に努めます。 

・清掃活動等に積極的に参加します。 

地域・団体 

事業所等 

・企業コンプライアンスを尊重します。 

・環境マネジメントシステムの構築に努めます。 

・地域の環境活動等に積極的に参加します。 
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1 現状と課題 

近年の都市化の進行や生活様式の変化に伴い、家庭などからの生活雑排水による河川や農

業用水路など公共用水域の水質悪化が懸念されています。阿賀野川水系の上流に位置する水

源の町として、水質の保全や自然環境の保全を図るため、公共下水道事業や農・林業集落排

水事業などによる集合処理施設の整備を図るとともに、これらの区域以外の地区では合併処

理浄化槽設置に対する補助制度により個別処理施設の普及を進めてきました。 

公共下水道事業については、田島処理区が平成 10年度に供用開始し、平成 30年度末で整

備率が 71.2％、南郷処理区が平成 12年度に供用開始し、同じく整備率が 90.0％となってい

ます。 

農業集落排水事業では、針生地区、田部地区、湯ノ花地区、前沢地区、高杖原地区、上郷

地区及び古町地区で整備が完了しています。また、小野島地区の林業集落排水事業及びたの

せ地区の簡易排水事業も整備が完了しています。これらの集合処理施設の平成 30 年度末に

おける整備区域内人口の加入率は、農林業集落排水事業全体で 89.8％、公共下水道事業では

78.8％にとどまっています。こうした未加入世帯への加入を促進することが、事業の健全経

営に向けて大きな課題となっています。 

合併処理浄化槽については、集合処理の区域以外において平成９年度から設置整備費の補

助を実施しており、平成 30 年度末までに 992 基整備されました。引き続き合併処理浄化槽

の普及を図るとともに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を進める必要がありま

す。 

集合処理と個別処理を合わせた汚水処理の普及率は、平成 30年度末において 78.2％と、

福島県平均値 82.8％を下回っており、今後も住居の水洗化を促進し、快適な生活基盤を整備

していく必要があります。 

集合処理の各終末処理場は、供用開始から 15 年以上経過し、施設と機器の老朽化が進ん

でいることから安定した汚水処理を行うために再構築計画を策定し、効果的・効率的な維持・

修繕を実施する必要があります。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●汚水処理（水洗化）が普及し、快適な生活環境になっています。 

●町民全員が汚水（油や生ごみ等）を流さないように気をつけています。 

●河川や農業用水路などの水がきれいになっています。 

 

取組の 

方 針 

●公共下水道整備事業の推進や合併処理浄化槽設置に対する補助制度を

継続し、生活排水対策を充実していきます。 

●下水道整備区域の加入促進のための啓発を行うとともに、事業経営の健

全化に努めます。 

●各種団体と連携を図りながら、生活排水に対する町民意識の高揚に努め

ます。 

第 1章 恵まれた自然環境と調和した生活空間の創造 

1-3 生活排水対策の充実 

第 1 節 自然環境の保全と次世代への継承を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

汚水処理の普及率 65.4％ 72.1％ 78.0％ 80.0％ 

下水道整備区域の

加入割合 
68.8％ 79.9％ 81.8％ 84.0％ 

 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・公共下水道の整備・普及を図ります。 

・集合処理施設の適正な維持管理と事業経営の健全化に努めます。 

・合併処理浄化槽設置の促進に努めます。 

町

民

等 

個人 

・公共下水道が整備された場合は、速やかに加入して利用します。 

・異物（油や生ごみなど）を流さないよう、生活排水に注意しま

す。 

・合併処理浄化槽を使用している場合は、浄化槽の適正な維持管理 

を行います。 

・単独処理浄化槽を使用している場合は、速やかに合併処理浄化槽

への転換を図ります。 

・合併処理浄化槽の設置、公共下水道への接続に努めます。 

地域・団体 

事業所等 

・公共下水道が整備された場合は、速やかに加入して利用します。 

・異物（油や生ごみなど）を流さないよう、生活排水に注意しま

す。 

・合併処理浄化槽を使用している場合は、浄化槽の適正な維持管理

を行います。 

・単独処理浄化槽を使用している場合は、速やかに合併処理浄化槽

への転換を図ります。 
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1 現状と課題 

国道については、国道 121号と国道 289号田島バイパスのアクセス道路の整備及び国道

352号中山峠の国道改良工事が急務となっており、国・福島県など関係団体と協議しながら

その整備促進に努めています。 

また、高速交通ネットワークの形成については、磐越自動車道にアクセスする、高規格

道路の会津縦貫南道路及び栃木西部・会津南道路、東北自動車道にアクセスする、県道黒

磯田島線など幹線道路の早期整備が強く望まれているところであり、その整備促進に向

け、引き続き国・福島県など関係機関へ要望をしていかなければなりません。 

一方、町道では実延長が、772.05㎞と長く、その整備状況は平成 30年度の数値で舗装率

が 46.3％という状況にあることから、町民の生活に密接する生活道路として歩行者の安全

確保や雪対策への配慮が求められており、きめ細やかな道路整備や維持管理を進めていか

なければなりません。 

これらの交通ネットワークの整備により、救急医療の充実、産業の振興、広域的な観光

振興を図る必要があります。 

さらに、400を超える町道橋については、長期的な視点で財政負担を軽減するため、定期

的に点検し必要な修繕を行いながら長寿命化を図る必要があります。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●幹線道路の整備が進み、町民や観光客のスムーズな移動が可能となって

います。 

●生活道路の維持管理が行われており、町民が安全に移動できるようにな

っています。 

 

取組の 

方 針 

●地域が一体となった道路網の整備要望に努めます。 

●町民生活に密着する町道の整備推進を図ります。 

 

 

 

第 1章 恵まれた自然環境と調和した生活空間の創造 

2-1 安全で安心な道路の整備促進 

第 2 節 居住環境の整備・充実を図ります 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

町道の舗装率 45.5％ 45.9％ 46.4％ 47.0％ 

 

 

 

 

 

 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・安全で快適な道路の整備を進め、生活道路としての利便性向上を

図ります。 

・老朽化した橋梁を点検・修繕し、安全性の向上を図ります。 

・幹線道路の整備が促進されるよう、関係機関へ要望していきま

す。 

町

民

等 

個人 ・清掃活動や緑化運動等の道路環境美化活動に参加します。 

地域・団体 

事業所等 
・清掃活動や緑化運動等の道路環境美化活動に参加します。 

国道 289 号田島バイパス整備 
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1 現状と課題 

本町では、昭和９年に田島地域、昭和 39年に伊南地域において都市計画区域が指定さ

れ、適正な土地利用や都市的機能の充実が図られてきたほか、土地区画整理事業（田島地

区）や生活排水対策事業等の推進により、良好な居住環境の整備を進めています。 

しかし、少子高齢化等に伴う人口の減少や、国道 289号田島バイパス、会津縦貫南道

路、栃木西部・会津南道路の整備促進など社会情勢の急速な変化が予想されることから、

計画的な土地利用のあり方について検討していく必要があります。 

また、今後自然に調和した美しい風景や歴史に培われた文化、地域の助け合いなどを大

切にしたまちづくりを推進するためには、町民と行政の協働による都市環境づくりが求め

られています。 

さらに、本町における国土調査については、未実施地区が多く存在することから、計画

的に調査事業を進め、地籍の明確化を図るとともに、不在地主対策に取組む必要がありま

す。 
 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●町民との合意形成により策定された都市計画に基づき、良好なまち並み

整備が進められています。 

●市街地以外の郊外部においても、関係機関と協議し、良好な土地利用を

図っています。 

●国土調査事業が進められ、地籍の明確化が図られています。 

 

取組の 

方 針 

●町民と行政の協働による都市環境づくりを目指し、利用者にとって便利

で魅力的な都市機能を推進します。 

●国土調査を実施し、地籍の明確化を図り、有効な土地利用を推進します。 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

 

 

 

 

  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・都市計画マスタープランの土地利用の方針により、適切な土地

利用の誘導を図ります。 

・開発事業者への指導と監督を行います。 

・都市計画事業の実施・支援を行います。 

・国土調査事業を推進し、不在地主対策を図ります。 

町

民

等 

個人 

・法律を遵守して秩序と調和が保たれた土地利用を図ります。 

・都市計画事業を理解し、協力します。 

・国土調査事業を理解し、協力します。 

地域・団体 

事業所等 

・法律の遵守だけでなく、地域住民との対話やモラルの維持を図

ります。 

・都市計画事業を理解し、協力します。 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

都市計画道路整備率 41.35％ 42.9％ 60.0％ 70.0％ 

土地区画整理事業の

進捗率（仮換地率） 
48.7％ 70.0％ 79.6％ 83.0％ 

国土調査事業進捗率 12.7％ 13.0％ 13.1％ 13.2％ 

JA ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ交差点付近 
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1 現状と課題 

水道水の安全で安定した供給は、町民生活や経済活動を行っていくうえで最も重要で欠

くことができないものです。 

これまで町では、簡易水道の統合整備事業などを計画的に実施し、水道水の安定確保や

施設の適正な維持管理に努めてきており、平成 30年度末の水道普及率は 98.8％と県内でも

高い水準となっています。 

本町の人口減少傾向と節水型社会などライフスタイルの変化により、水道使用量の減少

と、それに伴う料金収入の減少が予想されます。一方で、耐用年数を超過した水道施設の

更新需要が増加傾向にあります。今後は、水道事業運営の持続性確保のため、中長期的な

視点に立ち、施設更新需要と財政収支の見通しを行い効率的な施設更新を図るとともに、

水道料金の滞納対策を強化し水道料金の適正化を推進しなければなりません。 

また、豊富な水量及び良好な水質の水源確保のために、近年の温暖化による大雨、洪水

又は渇水等を抑制する脱炭素化社会に配慮し、ＣＯ２削減が図られる施設更新を行わなけ

ればなりません。さらに、管路施設の老朽化による漏水量を減らすために、対症療法的対

策として積極的な漏水調査及び修繕工事と、予防的対策として効果的な管路更新と災害発

生後の速やかな復旧が図られる強靭な施設整備を行い、無駄なく水道水を需要者に届けら

れるよう健全な水循環に努めなければなりません。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●中長期的な視点に立った施設更新計画を基に、強靱で効率的な施設再構

築を行いながら、水道の持続性が確保できるよう事業運営を行っていま

す。 

●水道事業経営の効率化が図られ、適正な水道料金となっています。 

 

取組の 

方 針 

●施設更新需要の見通し及び財政収支の見通しを行い、中長期的な視点に

立った水道事業運営に努めます。 

●健全な水循環を目指し、老朽化した管路の更新や漏水防止を効果的に推

進し、有限な水資源の利用に努めます。 

●水道施設の合理化と効率化を図り、自然災害が発生した場合でも被災を

最小限に抑え、迅速に復旧できる強靭な施設整備に努めます。 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

水道有収率 78.7％ 82.4％ 76.6％ 80.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【有収率】 
 ●水道料金の算定基礎になる使用水量を浄水場から配水される総配水量で除した率で、この率が高いほど水道事業経
営にとっては良いこととなります。 

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・安全な水道水を安定して供給します。 

・水道未普及地域を解消します。 

・施設の適正な維持管理及び効率的な施設更新と事業経営の健全化

を図ります。 

町

民

等 

個人 

・節水、節電に努めます。 

・水源かん養に配慮した森林の保全に努めます。 

・料金の滞納を行いません。 

地域・団体 

事業所等 

・節水、節電に努めます。 

・水源かん養に配慮した森林の保全に努めます。 
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1 現状と課題 

近年の情報通信技術の急速な発展は、経済・産業をはじめ、行政や町民生活にも大きな変

革をもたらしています。特に、インターネットの普及や携帯電話の多機能化などの ICT技術

が日常生活に浸透し、いつでも、どこでも、誰でも様々な情報ネットワークの恩恵を受ける

ことができるという便利な社会となりました。 

本町では、これまで地域イントラネット整備事業等により高速通信網の整備を図るなど、

高度情報化施策に取組んできましたが、今後は、教育、福祉、医療、防災など多方面での活

用が求められています。 

このため、国のICTビジョンや情報化技術を利用した強い経済の実現を目指す「ICT維新ビ

ジョン2.0」に沿った事業展開が求められており、今後は、高速ブロードバンド環境の整備

や電子自治体の構築など、情報資産や情報技術を有効に活用するため、高度情報化計画の策

定が重要となります。 

また、現在流通している情報量は、加速度的に増加しており、必要とする情報への効果的・

効率的なアクセスが重要となるため、情報活用能力の向上や情報セキュリティ対策の充実が

求められています。その一方で、主要幹線道路における携帯電話の不通話解消とともに、ラ

ジオの難聴地域やテレビジョン共同施設の更新及び大規模改修事業の対応も進めなければ

なりません。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●子どもからお年寄りまで誰でも簡単に必要な情報を取得できる環境が

整備され、生活がより便利に、より豊かになっています。 

●ICTを活用した行政サービスが充実しています。 

●情報の保護や保全のためのセキュリティ対策が強化されています。 

 

取組の 

方 針 

●情報資産や情報技術を有効に活用すべく、高度情報化計画を策定しま

す。 

●携帯電話不通話地域やデジタル放送、ラジオの難視聴地域の解消のため

通信事業者に働きかけを行い、情報通信格差の是正を図ります。 

●より便利で質の高い行政サービスの提供を可能とする電子自治体を目

指します。 

●全職員が個人情報に関する法令やセキュリティ―ポリシーを遵守しま

す。 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

携帯電話不通話地域カバ

ー率（公共施設・住宅地） 
98.2％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

高度情報化計画の策定状

況 
未策定 未策定 未策定 策定 

 

 

 

 

 

【ICT】 

●コンピューターや情報通信に関する技術の総称。情報通信技術。 
【イントラネット】 
●組織内ネットワーク。インターネットの技術を使って、企業や部局の内部のネットワークを構築したもの。 

【ブロードバンド】 
●光通信をはじめとする高速・大容量のデータ通信が実現するネットワークサービスのこと。 

【電子自治体】 

●高度に電子化された住民サービス・業務システムをインターネット等を利用したオンラインで住民に提供できる自
治体のこと。  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・高度情報化対策事業の推進を図ります。 

・町民が情報サービスを活用して、便利な生活ができるように ICTの

利活用について、普及啓発を図ります。 

・携帯電話不通話地域及びテレビ・ラジオ難視聴地域対策事業の推

進を図ります。 

町

民

等 

個人 

・ICTを利用し、生活の充実を図ります。 

・情報通信サービス利用に際して、正しい知識の習得とモラルの向

上を図ります。 

地域・団体 

事業所等 

・ICTの利活用により地域の活性化を図ります。 

・利用しやすい情報通信サービスを提供します。 
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1 現状と課題 

良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と豊かな生活環境の創造に不可欠なもので

あり、前沢曲家集落に代表される歴史的景観のほか、四季の変化に富んだ自然景観や生活

に密着した集落景観は、観光や地域間の交流の促進においても大きな役割を担っていま

す。これらの景観は、町民共通の資産として、将来にわたってその恩恵を享受できるよう

適切に保全されなければなりませんが、近年の都市化の進行や少子高齢化に伴う集落機能

の低下などにより、昔ながらの景観が失われつつあります。 

本町では、旧町村単位に地域住宅計画（ホープ計画）を策定し、歴史や自然環境と調和

の取れた「住まいづくり・まち並みづくり」を推進しているほか、平成18年３月には旧舘

岩村が景観法に基づく景観行政団体となり、合併後もその地位を南会津町に引き継いでい

ます。 

現在、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている前沢曲家集落や登録有形文化財、

農村集落、土蔵などの歴史的、文化的建造物について後世に保全継承するとともに、周辺

地区も歴史的まち並みや自然環境に調和したまち並みづくりが課題となっています。 

今後は、景観法に基づく景観計画等の推進をとおして、町民の景観に対する意識の高揚

を図るとともに、計画に基づく規制誘導によって良好な景観の保全と保護に努めながら、

歴史的風致維持向上計画策定も視野に入れて、町民や事業者と一体となった息の長い取組

を講じていく必要があります。 

 また、近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化

などにより、空き家が年々増加しています。適正に管理されずに放置され、倒壊の恐れや衛

生上問題のある空き家（特定空家等）は、景観への影響のみならず周辺住民の生活に悪影響

を及ぼすことから、空き家の適正な管理の啓発を進めるとともに、不良住宅の除却支援や、

空き家改修費支援、空き家バンクの運用など、特定空家等の抑止及び減少を図りながら、地

域の良好な景観の保全と住民の安全で安心な暮らしの確保に努める必要があります。 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●景観計画に基づく規制誘導により、豊かな自然景観や伝統的な建造物が

適正に維持保全されています。 

●町民の景観に対する意識が高まり、景観に配慮した住宅等の建築や集落

（まち並み)づくりが進められています。 

●自然や伝統的な建築物などに関する観光ニーズが高まり、景観を目当て

に観光客が増加しています。 

●空き家の適正管理が進められ、景観等に影響を及ぼしている特定空家等

が減少しています。 
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取組の 

方 針 

●景観法に基づく景観計画により、町民や事業者と協働し、町の歴史や気候

風土と調和の取れた「南会津町らしい景観」を創出します。 

●空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等に対する措置

を講じ、地域の良好な景観の保全と住民の安全で安心な暮らしの確保に

努めます。 

3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

伝統的建造物群前沢曲家

集落入込客数 
13,342人 15,218人 15,755人 23,000人 

景観形成重点・推進地区 - - - ２地区 

特定空家等数 - 37戸 82戸 50戸 

 
 
 
 
 
 
 
【景観計画】 

●良好な景観の形成を図るため、その区域内の良好な景観の形成に関する基本的な方針、行為の制限に関する事項等を
定める計画。 

【歴史的風致維持向上計画】 

●歴史的建造物や伝統的祭礼行事など、地域の歴史や伝統を残しながら形成された環境の歴史的風致の維持・向上を図
るために市町村が作成する計画。  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・町民の日常の暮らしが景観をつくりあげていることを再認識します。 

・自らの建物や身近な生活場所の維持管理をとおして、良好な景観を整 

備、保全します。 

・歴史的建造物の維持保全だけではなく、周辺地区の環境整備も含めた

生活環境向上に向けて、歴史的風致維持向上計画策定に取組みます。 

・不良住宅の除却支援や、改修費支援、空き家バンクの運用などによ

り、特定空家等の抑止及び減少に努めます。 

町

民

等 

個人 

・地域の特性に応じた景観づくりを積極的に進めます。 

・地域や町が行う景観づくりの取組に積極的に関わり、景観形成におけ

る地域貢献を進めます。 

・空き家の適正管理に努めます。 

地域・団体 

事業所等 

・情報提供等による景観形成の啓発を進めます。 

・町民、事業者、行政が協働する場づくりを検討します。 

・町民及び事業者が進める景観形成の取組を積極的に支援します。 

・景観形成にかかる施策の検討、実施を進めるとともに、県や国に対し

て協力を要請します。 

・特定空家等の情報提供及び地域の空き家の適正管理に努めます。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%AD%E7%A4%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E4%BA%8B
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1 現状と課題 

住宅は、町民が健康で文化的に生活を営むための基盤であり、住宅施策は、定住を促進す

るうえでも重要な役割を持つものです。 

本町の町営住宅は、令和２年度現在で18団地255戸を管理しています。しかし、その中に

は老朽化が著しく、住宅性能水準を満たしていない住宅もあり、抜本的な改善が必要となっ

てきています。そのため、令和元年度に南会津町町営住宅長寿命化計画を改訂し、将来的な

需要見通しを踏まえた上で、団地別に今後の事業手法を選定しました。 

また、本格的な高齢社会を見据え、増加が見込まれる高齢単身世帯や高齢夫婦世帯を対象

とした住宅供給の必要性も高まっていくものと思われます。同時に二地域居住者や若者、UI

ターン者にも対応できる住宅施策は重要であり、民間開発の適切な誘導と空き家バンク制度

等の空き家の利活用も含めた良質な住宅ストック数を高めていく必要があります。 

このようなことを踏まえ、民間開発も含め高齢者などが安心して快適に暮らせるようユニ

バーサルデザインの視点に立った住宅供給や多様なニーズに応じられる質の高い住宅供給、

さらには地場産材を活用した安全で安心な住宅建設の促進などの総合的な住宅施策を推進

していく必要があります。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 
●ユニバーサルデザインを考慮し、かつ、地場産材を活用した安全で安心

な住宅の建設が進んでいます。 

 

取組の 

方 針 

●地場産材の供給システムを確立し、官民住宅建設材への活用を図りま

す。 

●多様なニーズへ対応できる住宅改修及び建替えを推進します。 

●南会津町町営住宅長寿命化計画に沿って町営住宅の計画的な修繕や建

替え等の検討を行い、健全な管理運営を進めていきます。 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

ユニバーサルデザイン

を考慮した町営住宅数 
16戸 24戸 34戸 36戸 

空き家バンク成約件数

（累計） 
- 

（平成 27年度） 

４件 
18件 30件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【二地域居住】 
●２つの地域で一定期間・反復的に生活するスタイルのこと。 

【UI ターン】 
●U ターンと I ターンのこと。U ターンは生まれ育った故郷に戻ってくること。I ターンは都会生まれの人が、地方に
移住すること。 

【住宅ストック】 
●既存の住宅のこと。新規に建設された住宅に対して、既存の住宅を住宅ストックという｡ 

【ユニバーサルデザイン】 

●高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生活空間な
どをデザインする考え方のこと 

【空き家バンク制度】 

●空き家の賃貸または売買を希望する所有者からの申し込みにより、空き家の情報を登録し、町内への移住定住を目的
として空き家の利用を希望する方に対し、その情報を提供する制度。  

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・地場産材の供給システムを確立し、住宅用建材への活用推進を図り

ます。 

・町営住宅のユニバーサルデザイン化を推進するとともに、適正な管

理を行います。 

・地場産材の活用による町営住宅建設を行います。 

・空き家バンク制度等の空き家活用及び支援事業を実施します。 

町

民

等 

個人 
・地場産材を活用した住宅建設に努めます。 

・空き家情報の提供を行います。 

地域・団体 

事業所等 

・安全性と快適性に優れた住宅を供給します。 

・空き家情報の提供を行います。 



- 44 - 

 

 

 

1 現状と課題 

本町は、豪雪地帯であり、特に舘岩・伊南・南郷地域は特別豪雪地帯に指定され、冬期

間の積雪量は非常に多く、12月中旬から４月中旬まで雪に閉ざされます。雪に強い地域を

目指すとともに、雪と共存しながら安心して生活できる町にしていく必要があります。 

除排雪は、幹線道路のみならず、生活道路や歩道などきめ細かな除排雪が求められてお

りますが、オペレーターの高齢化や受託事業者の確保など除雪体制の維持も課題となって

います。また、除排雪に関しては、町民の理解と協力が欠かせないため、行政と町民が連

携・協力し、地域ぐるみで対策に取組んでいかなければなりません。 

一方、雪エネルギー利用などの観点にも着目し、雪を活用することや雪に親しむイベン

トの開催など、雪と共生するまちづくりの取組を進めていかなければなりません。 

また、冬期間の地域振興の柱として４つのスキー場施設の充実を図り、誘客促進のため

の営業戦略を強化する事業を行うなど、今後も雪を地域の貴重な資源としてとらえ、雪を

有効に利用しようという意識を地域全体で高め、地域振興策を図る必要があります。 

 

2 施策の基本的な方向性 

７年後の姿 

●除雪体制が維持されています。 

●雪を地域資源として捉え、エネルギーとしての利用や雪をいかしたイベ

ントが行われています。 

●自力による除雪が困難な世帯への支援体制が確立されています。 

 

取組の 

方 針 

●町民と行政が連携した地域ぐるみによる除排雪体制の確立を図り、冬期

間を快適に生活できるようにします。 

●雪を有効な地域資源の一つととらえ、利雪・親雪による様々な地域振興策

を図ります。 
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3 『７年後の姿』を実現するための方策と役割分担 

 

4 成果指標と目標値 

成果指標 当初（平成 21年度） 中間値（平成 26年度） 実績値（令和元年度） 目標値（令和４年度） 

流雪溝整備延長 1,714ｍ 6,084ｍ 7,209ｍ 7,209ｍ 

除雪ボランティア

団体数 
37団体 65団体 158団体 158団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体の分類 想定される役割 

行

政 
町（国・県） 

・除排雪対策の推進を図ります。 

・除雪支援を実施します。 

・除雪オペレーターの育成を図ります。 

・流雪溝の維持管理を行います。 

・雪の活用方法について調査・研究します。 

・雪に親しみ、雪を利用する取組を推進します。 

・スキー場の運営支援を行います。 

町

民

等 

個人 
・除雪ボランティアに進んで参加します。 

・除排雪に対する理解を深めます。 

地域・団体 

事業所等 
・地域で協力しながら除排雪を行います。 

町道の除排雪作業 
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