
3.1-103 

(121) 

 

3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況 

1. 景観の状況 

対象事業実施区域は福島県中通りの北部に位置し、西には磐梯朝日国立公園や東吾妻

山がある。 

 

(1)主要な眺望点の状況 

対象対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点は、第 3.1-59 表(1)～(4)及び第 3.1-

32 図のとおりである。 

 

第 3.1-59 表(1) 主要な眺望点 
眺望点

番号 
名称 眺望点の概要 

1 あぶくま親水公園 
福島市の中心部を流れる阿武隈川の河川敷にあ

り、多くの市民が水鳥と親しめるよう工夫して

ある。 

2 花見山公園（山頂展望場） 

ウメ、数種類のサクラ、レンギョウ、ボケ、サ

ンシュユ、モクレン、ハナモモなどの花々がい

っせいに咲き競う。昭和 34 年に畑を一般開放

し、今では福島市民をはじめ、県内外の観光客

に親しまれている。 

3 福島市役所 

市役所 9 階の展望ロビーの南側の窓からは弁天

山や笹森山を背景に福島市内を望める。また、

西側のエレベーター前の窓からは吾妻連峰が望

める。 

4 松川運動公園 
松川運動公園は、古木桜と残雪の吾妻連峰の共

演がとても綺麗である。 

5 
信夫山公園 
（烏ヶ崎展望デッキ） 

信夫山は、熊野、羽黒、羽山の三山からなり、

羽黒、月山、湯殿の三神社がまつられ、古来か

ら信仰の山とされ、「御山（おやま）」と呼ばれ

てきた。福島を代表する花見のスポットであ

り、ライトアップによる桜祭りも開催され、多

くの人達が訪れる。 

6 
福島駅 
（新幹線下り線ホーム） 

福島駅西側に面した新幹線下りホームからは吾

妻連峰が一望できる。 

7 福島駅西口 
2 階観光案内所付近の西側窓からは、駅周辺の

建物の背景に吾妻連峰が望める。 

8 荒川桜づつみ河川公園 

荒川の堤防沿いに整備された桜づつみ河川公園

内には約 220 本の桜並木があり、荒川の清流と

背景の吾妻連峰が福島ならではの風景となって

いる。 

9 大森城山公園 
大森城跡に広場を整備した伊達政宗ゆかりの

地。公園からの眺望もよく、春には大勢の花見

客で賑わう。 

10 町庭坂 
福島市の北西部を走る「フルーツライン」と呼

ばれる道路沿いには、”くだもの大国”福島なら

ではの果物畑が広がっている。 

11 上野寺 

残雪の吾妻連邦を背景に桃の花のじゅうたんが

広がっている”くだもの王国”福島ならではの風

景。四季を通じて吾妻・安達太良連邦の眺めが

楽しめる。 
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第 3.1-59 表(2) 主要な眺望点 
眺望点

番号 
名称 眺望点の概要 

12 二子塚 
吾妻小富士に雪解けと共に現れる「種まきウサ

ギ」。その頃、麓ではサクラが咲き、次にモモ

の花が咲く。 

13 
あづま総合運動公園 1 
（体育館前） 

あづま球場・軟式野球場・総合体育館・陸上競

技場・テニスコート・室内プール・多目的運動

広場・木陰広場・サイクルスポーツ広場など充

実した運動公園。また自然豊かな環境にあり春

には桜、初夏にはやまゆりが綺麗に咲き競う。

無料の大駐車場が完備され、宿泊施設・レスト

ランもあり、多くの福島市民に親しまれてい

る。 

14 
あづま総合運動公園 2 
（しゃくなげの丘） 

15 四季の里 

平成 7 年 7 月にオープンした中世ヨーロッパ風

の大規模な農村公園。園内には工芸館・農村い

ちば・農園レストラン・いなか亭・水車小屋・

わんぱく広場・ハーブ園・じゃぶちゃぷ池など

があり、工芸館ではこけしの絵付け、ガラス工

芸などが体験でき大人から子供まで楽しめる施

設になっている。 

16 水林自然林 

土湯温泉から約 5km、四季の里に隣接し自然林

と清流に囲まれた遊歩道があり森林浴にも最適

の場所である。夏から秋にはキャンプや芋煮会

など多くの来訪者で賑わう。また、「荒川資料

室」が併設されており、写真、パネルなどで先

人の知恵である「霞堤」や荒川の河川・砂防事

業や沿川の史跡などを紹介するほか、荒川水系

の立体模型を展示している。 

17 アンナガーデン 

福島の西部、吾妻連峰の山麓に位置するアンナ

ガーデンは聖アンナ教会を中心に地ビールレス

トラン・ヨーロッパ家具・おしゃれな雑貨など

を扱うお店が揃っているスポットとなってい

る。 

18 地蔵原堰堤 

阿武隈川水系荒川の下流に広がる扇状地の扇頂

部に位置する。堤長 74m 堤高 8.7m、表面石積の

重力式コンクリート造堰堤の両脇に、土堤を築

いたもので、下流側には副堰堤を付ける。阿武

隈川改修工事の一環として最初に建設された基

幹的役割を担う砂防堰堤。 

19 女沼 

土湯温泉から徒歩 60 分。山津波で生まれたとい

われる高原の 2 つの沼で、女沼へは車でも行く

ことができる。男沼から仁田沼を抜けて女沼を

結ぶルートは、遊歩道が整備され、新緑や紅葉

の季節にはハイキングに訪れる人が多い。新

緑・深緑・紅葉の時期に加えて、5 月上旬から

下旬にかけては、女沼を見下ろす位置にあるつ

つじ山公園で咲き誇るヤマツツジを見ることが

できる。 

20 つつじ山公園 
女沼の入り口付近を花が咲きやすいように整備

した公園。一帯には遊歩道が整備され、女沼を

望む景観がすばらしい。 
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第 3.1-59 表(3) 主要な眺望点 
眺望点

番号 
名称 眺望点の概要 

21 土湯温泉 

荒川の上流にあり、豊富な湯量と約 10 種類

もの泉質を持つ温泉郷。川沿いに宿が並び、温

泉情緒を満喫できる。さらに奥にある土湯峠温

泉郷には、野地・新野地・鷲倉・幕川の各温泉

があり、秘湯ムードを堪能できる。 

22 道の駅つちゆ 

地元の味わいを生かした食堂コーナーのメニ

ューは季節感も楽しい充実の内容。春から秋

は、気持ちの良いテラス席も人気。当道の駅か

ら直通の階段がある「きぼっこの森」は、「ど

んぐりの小径」や「アケビの小径」など、所要

時間の異なる 6 つの散策路がある。 

23 115 号沿道眺望点 1 

国道 115 号は、福島県相馬市から同県耶麻郡猪

苗代町に至る一般国道で、福島市から猪苗代町

の区間は土湯街道と呼ばれている。「道の駅つ

ちゆ」から西へ向かう区間は安達太良山の山塊

の北斜面を通過しており、橋梁部や沿道の駐車

スペース等から北側への眺望がある。 
24 

115 号沿道眺望点 2 
（土湯展望台） 

25 野地温泉 
東北の代表的美湯のひとつに数えられる、胃腸

の名湯として名高い効能を持つ温泉。 

26 白樺の峰 
道沿いに白い樹皮が特徴のダケカンバが群生す

るスポット。眼下には福島盆地が広がる。 

27 つばくろ谷（不動沢橋） 
イワツバメが飛び交っていたことから名づけら

れた渓谷。谷底までの高さ 80 メートルの「不動

沢橋」から望む景色は圧巻である。 

28 天狗の庭 
昔、天狗が岩を飛んで遊んだという伝説から名

づけられた。つばくろ谷と並ぶ、紅葉の絶景ス

ポットとなっている。 

29 吾妻小富士 

秀麗な小型の富士山を思わせ、地元の人々にも

古くから親しまれている名山。砂礫の道を登り

つめると直径約 400ｍの火口の眺めは圧巻で、

火口底までは約 70ｍ。浄土平や福島盆地など展

望も抜群である。 

30 磐梯吾妻スカイライン 

高湯温泉と土湯峠を結ぶ、全長約 29km、最高

標高 1,622m の観光道路。吾妻連峰を縫うように

走る、まさに“空を走る道”。眼下には福島の街

並みが広がり、作家井上靖氏が命名した「吾妻

八景」に代表される景勝地が続く。日本の道百

選にも選ばれ、春の“雪の回廊”から秋の紅葉ま

で、季節毎に雄大で変化に富んだ様々な景色を

展開する。 

31 浄土平 

一切径山と吾妻小富士に挟まれた平坦地で、高

山植物が群生する。その美しさから、険しい山

を登ってきた人たちの目に極楽浄土のように映

ったことから付いた名であるといわれている。 

32 東吾妻山 
山頂からは磐梯山や猪苗代湖、一切経山、吾妻

小富士などの大パノラマを楽しむことができ

る。 

 

  



3.1-106 

(124) 

 

第 3.1-59 表(4) 主要な眺望点 
眺望点

番号 
名称 眺望点の概要 

33 双竜の辻 

右に磐梯山、左に安達太良山の雄大な景色を望

むスポット。二つの山が、首をもたげて向かい

合う 2 匹の竜のように見えることから名づけら

れた。 

34 国見台 
遠くに会津盆地を望むことができる。名付け親

の井上靖氏が、この場所で夕日の沈む様子の美

しさを称えた絶景スポット。 

35 天風境 
山肌を覆う木々の間から幕滝が覗き、夏は緑、

秋は赤の鮮やかな色の間に流れ落ちる滝の白色

のコントラストが楽しめるスポット。 

36 湖見峠 
磐梯山を囲むように位置する猪苗代湖、秋元

湖、小野川湖、桧原湖の四つの湖を遠望できる

スポット。 

「ふくしま市景観 100 選マップ」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「日本の国立公園」（環境省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「土湯温泉」（土湯温泉観光 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「日本野鳥の会ふくしま」（日本野鳥の会ふくしま HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「野地温泉ホテル」（野地温泉ホテル HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「磐梯吾妻スカイライン【吾妻八景】」（福島市 HP 閲覧：平成 31 年 4 月） 
「ふくしまの旅」（（公財） 福島県観光物産交流協会、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「ふくしま花観光ガイドマップ」 

（（一社）福島市観光コンベンション協会、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「文化遺産オンライン HP」（文化庁 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「福島市の総合観光情報ナビ こらんしょふくしま」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 

  より作成  
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第 3.1-32 図 主要な眺望点の位置 

「ふくしま市景観 100 選マップ」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「日本の国立公園」（環境省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「土湯温泉」（土湯温泉観光 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「日本野鳥の会ふくしま」（日本野鳥の会ふくしま HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「野地温泉ホテル」（野地温泉ホテル HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「磐梯吾妻スカイライン【吾妻八景】」（福島市 HP 閲覧：平成 31 年 4 月） 
「ふくしまの旅」（（公財） 福島県観光物産交流協会、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「ふくしま花観光ガイドマップ」（（一社）福島市観光コンベンション協会、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「文化遺産オンライン HP」（文化庁 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「福島市の総合観光情報ナビ こらんしょふくしま」（福島市 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成 
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(2)景観資源の状況 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による景観資

源は、第 3.1-60 表(1)～(2)及び第 3.1-33 図のとおり、64 件の景観資源が所在する。 

 

第 3.1-60 表(1) 景観資源 

番号 区 分 名 称 

1 火山群 吾妻火山群 

2  安達太良火山群 

3 火山 吾妻小富士 

4  高山 

5  鬼面山 

6  安達太良山（乳首山） 

7  一切経山 

8  東吾妻山 

9  東大嶺 

10  箕輪山 

11  継森 

12  中吾妻山 

13  中大嶺 

14  昭元山 

15  烏帽子山 

16  ニセ烏帽子山 

17  家形山 

18 火山性高原 惣八郎原 

19  赤木平高原 

20  しゃくなげ平（僧悟台） 

21  景場平高原 

22  沼尻高原 

23  東大嶺 

24 火口・カルデラ 吾妻小富士火口 

25  桶沼（火口） 

26  沼ノ平爆裂火口 

27 噴泉 野地温泉 

28 非火山性孤峰 栗子山 

29  信夫山 

30 節理 溶岩流の板状節理 

31  レークライン道路下の節理 

32 岩脈 穴原の第三漣痕 

33 地すべり低断層崖 黄金坂の活断層崖 
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第 3.1-60 表(2) 景観資源 

番号 区 分 名 称 

34 峡谷・渓谷 浅見川渓谷 

35  阿武隈渓谷 

36  鳥山の阿武隈渓谷 

37  摺上渓谷 

38  不動沢渓谷（つばくろ谷） 

39  蓬莱峡（阿武隈渓谷） 

40  湯川渓谷 

41  鳥川渓谷（安達太良渓谷） 

42  中津川渓谷 

43  黒骨八丁・白骨八丁・ザラ八丁（中津川渓谷下部） 

44  唐松川渓谷 

45 断崖・岩壁 大日岩・蓬莱岩 

46  屏風岩 

47 滝 幕滝 

48  三階滝 

49  八幡滝 

50  銚子ヶ滝 

51  遠藤ヶ滝 

52  白糸の滝 

53  大滝 

54  達沢不動滝 

55 湖沼 桶沼 

56  女沼 

57  男沼 

58  鎌沼 

59  五色沼 

60 湿原 浄土平 

61  鳥子平 

62  景場平 

63  姥ヶ原 

64  谷地平湿原 

注：表中の番号は、第 3.1-33 図の図中の番号に対応する。 
〔「第 3 回自然環境保全基礎調査 福島県自然環境情報図」（環境庁、平成元年） 

より作成〕 
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第 3.1-33 図 景観資源の位置 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 福島県自然
環境情報図」（環境庁、閲覧：平成 31 年 4
月） 

より作成 
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2. 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

対象事業実施区域の周囲における人と自然との触れ合いの活動の場の状況は、第 3.1-

61 表及び第 3.1-34 図のとおりである。 

 

第 3.1-61 表 人と自然との触れ合いの活動の場 

No. 名称 人と自然との触れ合いの活動の場の概要 

1 仁田沼（にだぬま） 仁田沼・男沼・女沼の間には遊歩道が整備され、2～3 時間のハイキン

グコースとなっており、道中にはカタクリ、バイケイソウ、コバイケ

イソウ、ミズバショウが自生している。女沼周辺には思いの滝とつつ

じ山公園がある。女沼の北西に位置する思いの滝は、2 段に流れる滝

が、落下すると一筋の流れになることで、美しい観光名所となってお

り、女沼を一望できる丘にあるつつじ山公園では 5 月にヤマツツジの

開花を楽しむことができる。 

2 男沼（おぬま） 

3 女沼（めぬま） 
※「思いの滝」含む 

4 つつじ山公園 

5 四季の里 
中世ヨーロッパ風の農村公園。農業に関連した体験施設や福島市内で

生産された食材を使用した飲食店がある。その他、バッテリーカーや

ロープ遊具等、屋外でのレクリエーション施設もある。工芸館ではこ

けしの絵付け、ガラス工芸などが体験できる。 

6 あづま総合運動公園 ピクニックやレクリエーションが楽しめる広場とアスレチックの他、

野球場やスタジアム、多目的広場等の各種運動施設がある。園の中心

を通る桜並木の他、春～夏にかけてヤマユリ、シャクナゲ、アジサイ

等の花々を楽しめる。園の北側にある民家園には、江戸～明治時代の

福島県の民家や当時の生活の様子が再現されており、遠足や家族連れ

での訪問を楽しめる施設となっている。 

7 慈徳寺（じとくじ） 福島市佐原地区の山の中腹に位置する。樹齢およそ 450 年の「慈徳寺

の種まき桜」の他、カタクリ、イチゲなど様々な山野草が咲く。観音

堂の北には伊達政宗の父、輝宗の首塚がある。 

8 高湯不動滝 高湯温泉街から続く細い遊歩道を進み、2km ほど進んだところに位置

する、落差 30m の滝。扇子を逆さにしたような形で末広がりの流れが

勇壮である。滝の中腹付近の高さの展望台があるが、滝壺のそばまで

下りることも出来る。紅葉シーズンには美しい景観を見に多くの人が

訪れる。 

9 水林自然林 土湯温泉から約 5km、四季の里に隣接し自然林と清流に囲まれた遊歩

道があり森林浴にも最適の場所である。夏から秋にはキャンプや芋煮

会など多くの来訪者で賑わう。また、「荒川資料室」が併設されてお

り、写真、パネルなどで先人の知恵である「霞堤」や荒川の河川・砂

防事業や沿川の史跡などを紹介するほか、荒川水系の立体模型を展示

している。 

「ふくしまの旅 福島県観光情報サイト」（福島県観光復興推進委員会 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「ごらんしょふくしま」（（一社）福島市観光コンベンション協会 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「全国 観るなび」（（公社）日本観光振興協会 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「浄土平 磐梯朝日国立公園」（環境省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「あづま総合運動公園」（（公財）福島県都市公園・緑化協会 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「慈徳寺」（宝珠山 慈徳寺 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）               より作成 
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第 3.1-34 図 人と自然との触れ合いの活動の場 

「ふくしまの旅 福島県観光情報サイト」（福島県観光復興推進委員会

HP、閲覧：平成 31 年 4 月）、「ごらんしょふくしま」（（一社）福島市観

光コンベンション協会 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）、「全国 観るなび」

（（公社）日本観光振興協会 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）、「浄土平 磐梯

朝日国立公園」（環境省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）、「あづま総合運動

公園」（（公財）福島県都市公園・緑化協会 HP、閲覧：平成 31 年 4

月）、「慈徳寺」（宝珠山 慈徳寺 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 

         より作成 

9.水林自然林 
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3.1.7 放射性物質の分布の状況 

「放射線モニタリング情報」（原子力規制庁 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）によると、対

象事業実施区域及びその周囲における、平成 29 年 1 月 1 日～12 月 31 日の空間線量の測

定結果は第 3.1-62 表に、測定地点は第 3.1-35 図に示すとおりである、なお、公共用水域

における測定は、対象事業実施区域及びその周囲では行われていない。 

 

第 3.1-62 表 空間線量測定結果（平成 29 年） 

（単位：μSv/h） 

市町村 調査地点 平均値 高さ(m) 

福島市 
福島市立佐原小学校 0.081 1.0 

手城森公園 0.097 1.0 

   注：固定型や可搬型モニタリングポストは、空気吸収線量率μGy/h （マイクログレイ毎時）で測

定しており、出典元では、環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会）に基づき、lμ
Gy/h= lμSv/h （マイクロシーベルト毎時）として換算し、実効線量を表示している。 
なお、リアルタイム線量測定システムは、lcm 線量当量率μSv/h を測定している。 

「放射線モニタリング情報全国及び福島県の空間線量測定結果」  
（原子力規制委員会 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成  
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第 3.1-35 図 空間線量測定地点における放射性物質濃度測定地点 

「放射線モニタリング情報全国及び福島県の
空間線量測定結果」 （原子力規制委員会
HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 

より作成 
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3.2 社会的状況 

 人口及び産業の状況 

1. 人口の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体（福島市）における人口及び世帯数の推移は、

第 3.2-1 表及び第 3.2-1 図のとおりである。 

 

第 3.2-1 表 人口及び世帯数の推移 

区分 年 
人口（人） 世帯数 

（世帯） 総数 男 女 

福島市 

平成 17 年 290,869 140,013 150,856 108,536 

平成 22 年 292,590 140,723 151,867 113,074 

平成 27 年 294,247 144,690 149,557 122,269 

福島県 

平成 17 年 2,091,319 1,016,724 1,074,595 707,223 

平成 22 年 2,029,064 984,682 1,044,382 720,794 

平成 27 年 1,914,039 945,660 968,379 737,598 

〔「平成 17 年、22 年、27 年 国勢調査」（総務省統計局 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

 

〔「平成 17 年、22 年、27 年 国勢調査」（総務省統計局 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

第 3.2-1 図 人口及び世帯数の推移 
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2. 産業の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における産業別就業者数及び割合は、第 3.2-2

表のとおりである。 

産業別就業者割合は、いずれも第三次産業が多く、第一次産業が最も低い。 

 

第 3.2-2 表 産業別就業者数（平成 27 年 10 月 1 日現在） 
（単位：人、（）内は％） 

産業 福島市 福島県 

第一次産業 5,644(4.2) 59,780(6.7) 

農  業 5,459 56,690 

林  業 174 2,183 

漁  業 11 907 

第二次産業 32,308(24.0) 271,326(30.6) 

鉱業、採石業、砂利採取業 16 501 

建 設 業 11,957 100,019 

製 造 業 20,335 170,806 

第三次産業 96,449(71.8) 555,204(62.6) 

電気・ガス・熱供給・水道業 1,357 7,361 

情報通信業 2,342 8,502 

運輸業、郵便業 5,094 40,522 

卸売業、小売業 20,454 128,493 

金融業、保険業 3,854 16,644 

不動産業、物品賃貸業 2,048 10,848 

学術研究、専門・技術サービス業 4,096 21,999 

宿泊業、飲食サービス業 7,660 47,257 

生活関連サービス業、娯楽業 4,811 31,529 

教育、学習支援業 7,003 37,384 

医療、福祉 18,138 103,465 

複合サービス事業 1,187 10,262 

サービス業（他に分類されないもの） 9,322 57,237 

公  務（他に分類されるものを除く） 9,083 33,701 

分類不能の産業 6,034 35,823 

総   数 140,435 922,133 

注：1．分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。 
2．割合は産業分類「分類不能の産業」を除いて算出した。 
3．割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。 

〔「平成 27 年 国勢調査」（総務省統計局 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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農業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における作物作付（栽培）経営体数は、第

3.2-3 表のとおりである。 

 

第 3.2-3 表 主要な農作物作付（栽培）経営体数（平成 27 年） 
（単位：経営体） 

区 分 種類 福島市 福島県 

作 物 

稲 2,530  43,929  

麦類 2  158  

雑穀 19  3,076  

いも類 270  4,353  

豆類 211  3,092  

工芸農作物 12  603  

野菜類 771  14,038  

花き類・花木 254  1,543  

その他の作物 81  1,376  

〔「2015 年農林業センサス」（農林水産省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

林業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における所有形態別林野面積は、第 3.2-4 表の

とおりである。 

 

第 3.2-4 表 所有形態別林野面積（平成 27 年） 
（単位：ha） 

区分 
林野 

面積計 

国有林 民有林 

小計 林野庁 その他 
官庁 小計 独立行政 

法人等 公有林 私有林 

福島市 49,255 29,060 28,939 121 20,195 913 3,148 16,134 

福島県 943,762 373,963 371,759 2,204 569,799 13,004 95,386 461,409 

〔「2015 年農林業センサス」（農林水産省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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商業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における商業の状況は、第 3.2-5 表のとおりで

ある。 

 

第 3.2-5 表 商業の状況（平成 28 年） 

業 種 区分 福島市 福島県 

卸売業 

事業所数（事業所） 650 5,022 

従業者数（人） 5,592 38,737 

年間商品販売額（百万円） 482,926 2,716,855 

小売業 

事業所数（事業所） 2,076 17,042 

従業者数（人） 16,179 112,699 

年間商品販売額（百万円） 353,689 2,183,996 

合計 

事業所数（事業所） 2,726 22,064 

従業者数（人） 21,771 151,436 

年間商品販売額（百万円） 836,615 4,900,851 

注:平成 28 年 6 月 1 日時点の値である。 
〔「平成 28 年経済センサス－活動調査」（総務省・経済産業省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

工業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における工業の状況は、第 3.2-6 表のとおりで

ある。 

 

第 3.2-6 表 工業の状況（従業員 4 人以上）（平成 29 年） 

区分 福島市 福島県 

事業所数（事業所） 336 3,620 

従業者数（人） 16,249 154,979 

製造品出荷額等（百万円） 565,100 4,828,248 

注:平成 29 年 6 月 1 日時点の値である。 
〔「平成 29 年 工業統計表［地域別統計表データ］」（経済産業省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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 土地利用の状況 

1. 土地利用の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体における地目別土地利用の現況は、第 3.2-7 表

及び第 3.2-2 図のとおりである。 

 

第 3.2-7 表 地目別土地利用の現況（平成 28 年度） 
（単位：ha、（ ）内は％） 

区分 田 畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他 総数 

福島市 
3,752 7,690 4,789 112 13,697 68 3,816 2,001 40,848 76,772 

(4.9) (10.0) (6.2) (0.1) (17.8) (0.1) (5.0) (2.6) (53.2) (100) 

福島県 
111,712 77,319 48,491 5,689 654,482 4,622 38,955 29,669 405,712 1,376,651 

(8.1) (5.6) (3.5) (0.4) (47.5) (0.3) (2.8) (2.2) (29.5) (100) 

注:1. 四捨五入の関係で面積及び割合の合計は一致しないことがある。 
2. 平成 28 年 10 月 1 日現在の値である。 

〔「第 132 回福島県統計年鑑 2018」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
 

 

〔「第 132 回福島県統計年鑑 2018」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

第 3.2-2 図 地目別土地利用の現況（平成 28 年度） 
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2. 土地利用規制の状況 

土地利用計画に基づく地域の指定状況 

「国土利用計画法」（昭和 49 年法律第 92 号）に基づき定められた土地利用基本計画に

よると、対象事業実施区域は主に農業地域となっている。 

 

1)都市地域 

対象事業実施区域及びその周囲の都市地域は第 3.2-3 図のとおりであり、対象事業実施

区域の周囲には都市区域が分布している。 

 

2)農業地域 

対象事業実施区域及びその周囲の農業地域は第 3.2-4 図のとおりであり、対象事業実施

区域及びその周囲には農業区域が分布している。 

 

3)森林地域 

対象事業実施区域及びその周囲の森林地域は第 3.2-5 図のとおりであり、対象事業実施

区域及びその周囲には森林区域が分布している。 

 

都市計画に基づく用途地域の指定状況 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）の規定

に基づく用途地域の指定はない。 
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第 3.2-3 図 土地利用基本計画図（都市地域） 

「国土数値情報（都市地域データ）」（国土交
通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：平成
31 年 4 月） 

より作成 
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第 3.2-4 図 土地利用基本計画図（農業地域） 

「国土数値情報（農業地域データ）」（国土交
通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：平
成 31 年 4 月） 

より作成 



3.2-9 

(141) 

 

 

第 3.2-5 図 土地利用基本計画図（森林地域） 

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土
交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：
平成 31 年 4 月） 

より作成 
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 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

1. 河川及び湖沼の利用状況 

水道用水としての利用 

福島市における上水道事業による水源別年間取水量は第 3.2-8 表のとおりである。 

福島市では、摺上川ダム（阿武隈川水系摺上川）を水源とする福島地方水道用水供給

企業団で処理された浄水を受水し、水道水を供給している。福島地方水道用水供給企業

団による上水道事業の概要は第 3.2-9 表のとおりである。 

その他、対象事業実施区域及びその周囲における簡易水道事業による水源別年間取水

量は第 3.2-10 表に、専用水道事業の取水状況は第 3.2-11 表のとおりである。 

なお、福島市には工業用水道事業による河川及び湖沼からの取水はない。 

 

第 3.2-8 表 上水道事業による水源別年間取水量 

（単位：千 m3） 

事業主体名 

地表水 地下水 

湧水 
浄水 
受水 

合計 
ダム直接 ダム放流 湖水 

表流水 
（自流） 

伏流水 浅井戸 深井戸 

福島市 － － － 108 － － － 91 30,914 31,113 

〔「平成 28 年度 福島県の水道（平成 29 年 3 月 31 日現在）」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） より作成〕 

 

第 3.2-9 表 上水道事業の概要（福島地方水道用水供給企業団） 

事業主体名 水源 取水地点 供給市町村 

福島地方水道用水供給企業団 
摺上川ダム 

（阿武隈川水系摺上川） 

福島県福島市飯坂

町茂庭蝉狩野山 25
地先 

福島市、二本松

市、伊達市、川俣

町、桑折町、国見町 

〔「平成 28 年度 福島県の水道（平成 29 年 3 月 31 日現在）」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

第 3.2-10 表 簡易水道事業による水源別年間取水量 

（単位：m3） 

簡易水道 
名称 

地表水 地下水 

湧水 
浄水 
受水 

合計 
ダム直接 ダム放流 湖水 

表流水 
（自流） 

伏流水 浅井戸 深井戸 

佐原第一 － － － － 46,334 － － － － 46,334 

〔「平成 28 年度 福島県の水道（平成 29 年 3 月 31 日現在）」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 
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第 3.2-11 表 専用水道事業の取水状況（平成 28 年度） 

町村 施設名 水源 
現在給

水人口 
（人） 

施設能力 
（m3/日） 

福島市 
福島県 あづま総合運動公園専用水道 湧水、深井戸 0 729 

竹ノ森専用水道組合 竹ノ森専用水道 湧水 110 66 

〔「平成 28 年度 福島県の水道（平成 29 年 3 月 31 日現在）」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成〕 

 

農業用水としての利用 

対象事業実施区域及びその周囲では、農業用水による河川及び湖沼の利用はない。 

 

内水面漁業による利用 

対象事業実施区域及びその周囲の河川及びため池には、第 3.2-12 表及び第 3.2-6 図のと

おり、漁業権が設定されている。 

 

第 3.2-12 表 漁業権の内容（第五種共同漁業権） 

県 免許番号 漁場の位置及び漁場の区域 漁業の種類 漁業の時期 漁業権者 

福島県 

内共 

第 11 号 

（阿武隈川） 

福島及び宮城県境から上流の

阿武隈川本流及び支流の区域 

（竜生貯水池、西郷貯水池、

南湖、白坂ため池、山舟生

川、大笹生ダム堰堤から上流

の八反田川、松川、鍛冶屋川

と須川との合流点から上流の

須川、白津川、堀越川、多田

野川及び黄金川を除く） 

こい漁業 

ふな漁業 

うぐい漁業 

うなぎ漁業 

わかさぎ漁業 

1 月 1 日～ 

12 月 31 日 
阿武隈川 

漁業協同組合 
いわな漁業 

やまめ漁業 

4 月 1 日～ 

9 月 30 日 

あゆ漁業 
6 月 1 日～ 

12 月 31 日 

「福島県水産要覧」（福島県 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） 
「福島県報 号外第 61 号 別冊第五種共同漁業権免許」（福島県、平成 25 年） 

より作成 

 

 

  



3.2-12 

(144) 

 

 

第 3.2-6 図 漁業権の設定状況 

「福島県水産要覧」(福島県 HP、閲覧：平
成 31 年 4 月） 

「福島県報 号外第 61号 別冊第五種共同
漁業権免許」(福島県、平成 25 年） 

より作成 



3.2-13 

(145) 

 

2. 地下水の利用状況 

福島市における上水道事業による水源別年間取水量は前述の第 3.2-8 表のとおりであ

り、湧水からの取水がある。 

対象事業実施区域及びその周囲における簡易水道事業は前述の第 3.2-10 表のとおりで

あり、伏流水からの取水がある。また、専用水道事業による地下水の取水状況は前述の

第 3.2-11 表のとおりであり、湧水及び深井戸からの取水がある。取水地点がある範囲は

第 3.2-7 図のとおりである。 

なお、福島市には工業用水道事業による地下水からの取水はない。 

  



3.2-14 

(146) 

 

 

第 3.2-7 図 水道用水の取水地点 

「平成 28 年度 福島県の水道(平成 29 年 3
月 31 日現在）」(福島県 HP、閲覧：平成 31
年 4 月） 

より作成 



3.2-15 

(147) 

 

 

 交通の状況 

1. 陸上交通の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路網は、第 3.2-8 図のとおりであり、

一般国道 115 号、主要地方道福島吾妻裏磐梯線（福島県道 70 号）及び一般県道福島微温

湯線（福島県道 126 号）が通っている。 

また、平成 27 年度の交通量調査の結果は第 3.2-13 表のとおりである。 

 

第 3.2-13 表 主要道路の交通量調査結果（平成 27 年度） 

（単位：台） 

道路名 起点 終点 
交通量 

（12 時間） 
交通量 

（24 時間） 

一般国道 115 号 上名倉飯坂伊達線 南福島停車場線 8,807 11,097 

主要地方道 
福島吾妻裏磐梯線 

（福島県道 70 号） 
上名倉飯坂伊達線 － 2,784 3,396 

一般県道 
福島微温湯線 

（福島県道 126 号） 
上名倉飯坂伊達線 － 5,745 7,181 

注 1：12 時間及び 24 時間の観測時間帯は以下のとおりとする。 
12 時間観測：午前 7 時～午後 7 時 
24 時間観測：午前 7 時～翌日午前 7 時または午前 0 時～翌日午前 0 時 

「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査結果」 
（国土交通省 HP、閲覧：平成 31 年 4 月）より作成 

 

  



3.2-16 

(148) 

 

 

第 3.2-8 図 主要な道路網 

「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査
一般交通量調査結果」（国土交通省 HP、閲
覧：平成 31 年 4 月） 

より作成 



3.2-17 

(149) 

 

 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の

状況及び住宅の配置の概況 

環境の保全についての配慮が特に必要な施設（以下「配慮が特に必要な施設」とい

う。）として、学校、医療機関、社会福祉施設等が挙げられる。対象事業実施区域及びそ

の周囲における配慮が特に必要な施設は、第 3.2-14 表及び第 3.2-9 図のとおりである。 

 

第 3.2-14 表 配慮が特に必要な施設（学校） 

区 分 施設名 所在地 

小学校 福島市立佐原小学校 福島県福島市佐原字田中前 24 

〔「市町村立学校一覧」（福島県教育委員会 HP、閲覧：平成 31 年 4 月） より作成〕 



3.2-18 

(150) 

 

 

第 3.2-9 図 配慮が特に必要な施設の配置状況及び住宅の配置の概況 

「市町村立学校一覧」（福島県教育委員会 HP、 
閲覧：平成 31 年 4 月）   

より作成 
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