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筑北村環境計画〈中間見直し計画〉策定にあたって 

 

 

筑北村では平成 24 年４月に、筑北村環境保全条例に基づいて、「筑北村環境計画」を

策定しました。この間、村民・事業所の皆様にご協力をいただき、子どもたちや孫たち

のためにも持続可能な社会と豊かで美しく安心の環境を目指して環境保全に向けた取

り組みを進めてきました。 

策定から５年が経過するにあたり、社会状況等の整合性を図るため、本計画の中間見

直しに着手し、後期５年間の環境施策の方向性を定めました。この計画は第２次筑北村

総合計画の施策の大綱のひとつであります「豊かな自然環境を守り、心安らぐ癒しのむ

らづくり」及び筑北村まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の「美しい山々に囲

まれ自然エネルギーが循環する村づくり」に即したものです。 

今後も本計画の基本指針に基づき、住民、事業者及び村が協働して環境基本計画の目

標であります「豊かな自然のなか資源とエネルギーを大切に心やすらぐ活き活きした・

ちくほく村」を将来の世代に引き継いでいかなければなりません。 

住民・事業者の皆様には、本計画の趣旨をご理解いただき、より一層の積極的な取り

組みをお願いします。 

最後に、中間見直し計画の策定に当たり、ご審議いただきました筑北村環境審議会の

委員をはじめ、計画策定にご尽力いただきました多くの皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

平成 29 年４月 

筑北村長 関 川 芳 男 
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≪本 編≫ 

第１章 環境基本計画の基本的事項 

 １ 計画改定の趣旨 

地球温暖化をはじめとする地球規模の問題から地域における問題まで、環境に関する

様々な課題があり、その対応が求められています。 

筑北村環境基本計画は、平成 24年４月に策定しました一般廃棄物処理基本計画に基づき、

ごみの発生や排出の抑制、資源ごみの分別・資源化及び生活排水の適正処理等に取り組ん

でまいりました。今回の見直し計画は、計画策定から５年が経過し、これまでの現状と課

題の整理や取組みの評価を行うものとします。 

 この計画では、筑北村環境保全条例に示された基本理念と施策の基本方針を踏まえ、筑

北村が目指す環境の保全に関する目標と指針、その実現に向けた施策及び住民・事業者・

村の取組を示しています。 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

筑北村 

環境基本計画 

筑北村 

環境保全条例 

筑北村総合計画 

国の環境基本計画  

県の環境基本計画   
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２ 計画期間 

   この計画は、平成 24年４月に策定した「筑北村環境基本計画」の中間見直しを行い、 

  目標年次の平成 33年度までの計画を新たに定めるものです。 

    

 ３ 対象とする施策の範囲 

   この計画において、次の範囲の施策を対象とします。 

 (1) 循環型生活環境の確保 

(2) 自然と人間との共生の確保 

(3) 村民の環境保全行動への参加 

(4) 水、大気及び土壌等の汚染防止対策 

(5) 環境保全のための教育、学習、広報等 

(6) その他環境保全に関する施策 

 

４ 計画の主体と役割 

  今日の環境問題は、一人ひとりの日常生活や通常の事業活動に起因するものが多くあり

ます。環境を保全し、環境への負荷の少ない持続可能な社会を作るためには、住民、事業

者、村がそれぞれの立場に応じて責任を自覚し、取り組んでいくとともに、相互に連携・

協働していくことが重要です。 

各主体には、次のような役割が期待されます。 

(1) 住民 

①自然環境の保護、生活環境の保全及び日常生活に伴う環境への負荷の低減に自ら努め 

ます。 

②国、県又は村が実施する環境の保全に関する施策に協力します。 

(2) 事業者 

①環境の保全上の支障を防止するため、事業活動を行うに当たっては、公害※の防止対策

及び自然環境を保全するために必要な措置を講ずるとともに、製品等が廃棄物となっ

た場合にその適正な処理を図ります。 

②その事業活動に係る製品等が使用され、又は廃棄される段階において、廃棄物の減量

等環境への負荷の低減に努めるとともに、再生資源又は環境への負荷の低減に資する

原材料等を利用するよう努めます。 

③前２項のほか、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、国、県又は

村が実施する環境の保全に関する施策に協力します。 

(3) 村 

筑北村環境保全条例の基本理念に基づき、総合的な施策を定め実施します。 
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 筑北村環境保全条例における基本理念、施策の基本方針、村・住民・事業者の責務及び環境 

基本計画に係る部分は、次のとおりです。 

 

筑北村環境保全条例 

 【基本理念】（第３条） 

１ 環境の保全は、村民が健全で豊かな環境の恩恵を受けるとともに、この環境が将来にわ

たって維持されるよう適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全は、すべての者の適切な役割分担のもとに、環境への負荷をできる限り低減

させるように、自主的かつ積極的に行われなければならない。 

３ 環境の保全は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることに着目し、すべての事

業活動及び日常生活において、地球環境の保全に資するよう行われなければならない。 

 【村の責務】（第４条） 

  村は、前条に規定する基本理念に基づき総合的な施策を定め実施するものとする。 

【村民の責務】（第５条） 

  村民は、自然環境の保護、生活環境の保全及び日常生活に伴う環境への負荷の低減に自ら 

努めるとともに、国、県又は村が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならな 

い。 

【事業者の責務】（第６条） 

 １ 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、事業活動を行うに当たっては、公害の

防止対策及び自然環境を保全するために必要な措置を講ずるとともに、製品等が廃棄物と

なった場合にその適正な処理が図られるようにしなければならない。 

 ２ 事業者は、その事業活動に係る製品等が使用され、又は廃棄される段階において、廃棄

物の減量等環境への負荷の低減に努めるとともに、再生資源又は環境への負荷の低減に資

する原材料等を利用するよう努めなければならない。 

 ３ 事業者は、前２項に定めるもののほか、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努める

とともに、国、県又は村が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 

【施策の基本方針】（第７条） 

  村は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる基本方針に基づ 

き、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。 

 １ 公害がなく、人の健康を保護し、村民が安心して居住できる生活環境を保全すること。 

 ２ 水、緑等が豊かである自然環境を保全し、かつ、水、大気、土壌等を良好な状態に保持

し、自然の持つ自浄作用を確保するとともに、資源の有効利用等を促進することにより、

環境への負荷を低減させること。 

 ３ 生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺等における多様な自然環境を地

域の自然的、社会的条件に応じて保全しつつ、潤いと安らぎのある自然と人との共生を確

保すること。 

 ４ 自然環境と一体となった美しい景観や地域の歴史的、文化的な特性を生かした快適な生 

活環境を創ること。 

【環境基本計画】（第８条） 
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 １ 村長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、環境基本計画を定

めなければならない。 

 ２ 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

  (1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び指針 

   (2) 環境の保全に関する施策 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全に関する必要な事項 

３ 村長は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、環境審議会の意見を聴か 

なければならない。 

４ 村長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》持続可能な社会に向けた取組（統合的取組の展開） 

「21世紀環境立国戦略※」（平成 19年６月１日閣議決定）から 

 
 

 

  

 

自然共生社会  

 自然の恵みの享受と継承 

３Ｒ※を通じた 

資源循環  

 循環型社会  

 

低炭素社会 

 

温室効果ガス※排出 

量の大幅削減  

 

持続可能な社会 

地球生態系※と共生して、 

持続的に成長・発展する 

経済社会の実現 

気候変動とエネルギー・資源 

生態系と

環境負荷 
気候変動

と生態系 
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第２章 筑北村の概況及び環境に関する現況 

第１節 地域の概況 

１ 位置・交通等 

(1) 位置等 

筑北村は、長野県のほぼ中央部に位置し、東西約 14.5㎞、南北約 12.0㎞、周囲約 69㎞、

総面積 99.47km2で、北は長野市、麻績村、千曲市、東は上田市、青木村、南は松本市、西

は安曇野市、生坂村に隣接しています。 

(2) 交通 

道路は、長野自動車道及び一般国道 403 号が中央部を通り、一般国道 143 号が南端を通

っています。長野自動車道の直近のインターチェンジは麻績ＩＣ（麻績村）で、村内に坂

北、本城の２つの高速バス停留所があります。 

ＪＲ篠ノ井線が村の中央部を通っています。村内に冠着、坂北、西条の３つの駅があり、

長野市から電車で約 30～50分、松本市から電車で約 20～40分です。 

 

２ 土地利用等                  

筑北村の総面積は県内 77 市町村の中では 41 番目の規模で、林野面積が多くを占め、それ

以外の、農地、宅地、道路などの可住地面積は 15.9％です。 

 

表 2-1 土地利用状況 

    

 

    

                         

                         

  

（長野県情報統計課「市町村別統計」、長野県森林政策課「民有林の現況」） 

注）可住地面積は、総面積－(林野面積＋主要湖沼面積)。筑北村には、主要湖沼に該当するものはない。 

 

林野 

83.67km2 

可住地 

15.80km2 

図2-1 村の面積割合 

総面積〈H27.10.1〉 99.47km2 

自然公園面積〈H27.3.31〉 3.70km2 

林野面積〈H27.10.1〉 8,367ha(83.67km2) 

うち国有林 102ha 

民有林   8,265ha 

制限林面積(民有林)〈H28.4.1〉 2,969.64ha 

うち水源涵養保安林 935.46ha 

土砂流出防備保安林 1,930.81ha 

土砂崩壊防備保安林 1.15ha 

干害防備保安林 89.13ha 

落石防止保安林   0.24ha 

砂防指定地     12.85ha 

可住地面積 15.80km2 
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３ 人口・世帯数 

筑北村の総人口は減少しており、人口の構成と推移について、構成別では年少人口と生産 

年齢人口が減少し、老年人口が増加しています。また、老年人口が、総人口の 41.9％（平成 

27年）を占めています。 

表 2-2 人口・世帯数 

平成 29年１月 31日現在 

人口（外国人含む。） 
世帯数 

男 女 総数 

2,368人 2,415人 4,783人 1,875世帯 

                                                                   （住民基本台帳） 

表 2-3 人口の構成と推移 

各年 10月１日現在 

     年 

項目・単位 
昭和 60 平成２ 平成７ 平成 12 平成 17 平成 22 平成 27 

年少人口 

（０～14歳） 

人 1,357 1,065 821 641 638 518 406 

％ 18.3 15.0 12.5 10.6 11.2 10.0 8.6 

生産年齢人口 

（15～64歳） 

人 4,603 4,351 3,929 3,541 3,179 2,733 2,343 

％ 62.0 61.2 59.8 58.5 55.7 52.8 49.5 

老年人口 

（65歳以上） 

人 1,460 1,695 1,820 1,867 1,885 1,921 1,981 

％ 19.7 23.8 27.7 30.9 33.1 37.1 41.9 

合計 
人 7,420 7,111 6,570 6,049 5,702 5,172 4,730 

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

                                                              （総務省「国勢調査」） 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

昭和60 平成２ 平成７ 平成12 平成17 平成22 平成27

合計 生産年齢人口

老年人口 年少人口

人

 
図 2-2 人口の構成と推移  

年 
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４ 産業 

    産業３区分別就業者数、産業関係主要指 

 標、観光地利用者数及び観光消費額を示し 

 ました。 

  県全体の平均に比べると、就業者割合で 

は第１次産業が高く、主要指標では従業者 

１人当たり製造品出荷額等及び従業者１人 

 当たり年間商品販売額は少ない状況です。 

また、観光地では県内利用者の割合が多い状況です。 

 

表 2-5 産業関係主要指標（観光を除く。） 

事業所数（農林漁業の個人事業所を除く。）〈H26.7.1〉 222所 

従業者数（農林漁業の個人事業所を除く。）〈H26.7.1〉 1,188人 

１事業所当たり従業者数〈H26.7.1〉 5.4人 

農業経営体数〈H27.2.1〉 342経営体 

経営耕地面積〈H27.2.1〉 

270ha  

田 154ha 畑 111ha  

樹園地 5ha 

農業産出額〈平成 26年〉 77千万円 

農家数（総農家）〈H27.2.1〉 836戸 

林業経営体数（うち家族経営）〈H22.2.1〉  17経営体（15経営体） 

林家数（保有１ha以上）〈H27.2.1〉 352戸 

建設業事業所数〈H26.7.1〉 47事業所 

建設業従業者数〈H26.7.1〉 140人 

製造業事業所数（従業者４人以上）〈H26.12.31〉 ９所 

製造業従業者数（従業者４人以上）〈H26.12.31〉 145人 

製造品出荷額等（従業者４人以上）〈平成 26年〉 160,462万円 

従業者１人当たり製造品出荷額等〈平成 26年〉 1,107万円 

商業事業所数〈H26.7.1〉 58事業所 

商業従業者数〈H26.7.1〉 233人 

年間商品販売額〈平成 25年度〉 211,900万円 

従業者１人当たり年間商品販売額〈平成 25年度〉 900万円 

一般飲食店数〈H26.7.1〉 11店 

サービス業事業所数〈H26.7.1〉 25事業所 

サービス業従業者数〈H26.7.1〉 54人 

ホテル・旅館営業施設数〈H27.3.31〉 ４施設 

         （長野県情報統計課「市町村別統計」、農林水産省「2015年農林業センサス」） 

総数 第１次産業 第２次産業 第３次産業 

2,671人 

(100％) 

579人 

(21.7％) 

685人 

(25.6％) 

1,407人 

(52.7％) 

（総務省「国勢調査」） 

表 2-4 産業３区分別就業者数 

（H17.10.1） 平成 22年 
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表 2-6 観光地利用者数及び観光消費額 

平成 27年 

    項目 

観光地名 

観光地利用者延数（百人） 観光消費額

（千円） 合計 県内 県外 日帰り 宿泊 

差切峡 40 16 24 40 0 4,000 

冠着山 85 57 28 43 42 28,890 

修那羅山 412 394 18 376 36 67,260 

               （長野県観光部山岳高原観光課「平成 27年観光地利用者統計調査結果」） 

 

５ 行政区画・行政基盤 

(1) 行政区画の変遷 

平成 17年 10月に、旧本城村、旧坂北村、旧坂井村が合併し、現在の筑北村が誕生しま 

した。 

(2) 村の財政 

ア 普通会計決算額（平成 27年度） 

・歳入総額 4,997百万円 

   ・うち地方税 396百万円 

   ・うち地方交付税 2,611百万円 

   ・歳出総額 4,825百万円 

   イ 財政力指数（平成 27年度）0.17 

    注）財政力指数は、地方公共団体の財政の強さを表す指標で、１に近い（あるいは１を超える）

ほど財政に余裕があるとされている。 

 

６ 教育・文化 

・小学校２校 

・中学校２校（うち１校は麻績村筑北村学校組合立で麻績村内にあります。） 

・図書館１館 

・歴史民俗資料館（坂井）、考古資料館（坂北）、収蔵庫（本城）、伝統文化等保存伝承施設 

・作陶場１館 

・社会体育施設数（H28.4.1）25施設 

 

７ 医療 

・医院・診療所数（H28.4.1）３所 
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８ 農業用ため池・ダム・大型砂防えん堤 

(1) 農業用ため池 

   農業用ため池が多くあります。 

(2) ダム・堤高 15m以上の大型砂防えん堤 

ダムは小仁熊ダム（富蔵ダム）があり、小仁熊川に治水、流水の正常な機能の維持など 

多目的なダムとして建設されました。東条川に設けられた分水堰から導水路によって水を 

導くことで安定した水量が確保され、かんがい用水補給用として下流域の農地が潤うとと 

もに、増水時には東条川の水量調整がなされることで流域の安全の確保が図られています。 

また、堤高 15m 以上の大型砂防えん堤は①永井②東条③寺沢④湯沢⑤刈谷沢⑥中村⑦乱

橋⑧氷室⑨栃平があります。これらは下流域の土砂による災害防止を目的に建設されたえ

ん堤ですが、現在は水道水源と、小仁熊ダム同様かんがい用水補給用としても有効に利用

されています。 

 

９ その他 

○自動車保有台数（H27.3.31）は、次のとおりです。 

   ・登録自動車 1,870台 

   ・軽自動車 2,532台 

  （北陸信越長野支局調） 
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第２節 自然環境 

１ 地勢・地質等 

筑北村は、筑摩山地の北部に位置する四阿屋山、冠着山、八頭山、大林山、大沢山、丸山、

大洞山、虚空蔵山、岩殿山などの山々に囲まれ、また、聖山（麻績村・長野市）を望みます。 

河川は、坂井地域を安坂川と永井川が流れ同地域内で合流して麻績川となり、麻績村内を

流れ、その後、本城地域、坂北地域を流れる東条川、別所川が合流し、差切峡を経て、山清

路（生坂村）で犀川に注ぎます。別所川には、小仁熊川が小仁熊ダム（東条川の大水の一部

も導水路で流入）を経て合流します。 

河岸段丘、小扇状地、緩やかな傾斜地などに集落が散在しています。 

  また、筑北村地域の成り立ちは、新生代新第三紀の時代に、フォッサマグナ（中央地溝帯） 

の海に堆積した礫や砂・泥が、礫岩・砂岩・泥岩などの堆積岩となり、青木・小川・佐久な

どの累層を形成し、その後、隆起して陸地となりました。さらにその後、その地層を破って

高温マグマが地中から上昇してきて、冷えて固まって玢岩と安山岩という火成岩ができまし

た。 

  なお、村の最高点は 1,439.8m（大沢山）、最も低い所は 480m（麻績川下流）です。 

 

２ 気候 

筑北村は、内陸性気候で、気温の日較差や年較差が大きいのが特徴です。降水量は年平均

1,000mm程度と少なく、地域の地形により相当の差がみられます。近年は、降雪量も減少傾向

にあります。 

また、谷や山が入り組んで、標高差もあり、気候状況は複雑なものとなっていて、凍霜害、

冷害、干害等に見舞われることがあります。 

 

３ 植生・植物・動物 

  村域は、低山帯の範囲に入ります。 

  山は、アカマツ林、コナラ・クヌギ林、カラマツ植林が多くを占めています。 

  野生植物の種類数は、 

   ・坂北地域では、維管束植物※865 種が確認されました。（坂北村村誌編纂会「村誌さかき

た 上巻（自然編・民俗編）」（平成２年）） 

   ・坂井地域では、維管束植物 780～801 種が確認されました。（坂井村誌編纂委員会「坂井

村誌」（平成４年）） 

  また、「村誌さかきた 上巻 （自然編・民俗編）」では、保護すべき植生として、四阿屋山 

山頂のブナ林や四阿屋山のサワグルミ林、岩殿山のアカマツ林、中里のヒカゲツツジ群落、

刈谷沢神明宮の社叢をあげています。 

  低山帯の動物が生息しています。 
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４ 自然公園等 

 (1) 県立自然公園 

 

表 2-7 自然公園指定状況 

名称 指定年月日 公園面積（関係市村を含めて指定全域の面積） 

聖山高原 昭和 40年７月８日 2,150ha 

                       （長野県自然保護課「自然公園等指定状況一覧」） 

(2) 郷土環境保全地域※ 

 

表 2-8 郷土環境保全地域指定状況 

地域名 関係市町村 
面積(関係村を含め

て指定全域の面積) 

指定年月日 指定理由 

碩水寺 筑北村 4.88 ha 昭和 56年３月 30日 郷土的・歴史的 

修那羅峠 
青木村・ 

筑北村 
46.39 ha 昭和 56年 11月 24日 郷土的・歴史的 

                       （長野県自然保護課「自然公園等指定状況一覧」） 

 

 (3) 鳥獣保護区 

 

表 2-9 鳥獣保護区の状況 

名称 所在地 面積 

四阿屋山 麻績村・筑北村 448ha 

                   （長野県森林づくり推進課「長野県鳥獣保護区等位置図」） 
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５ 天然記念物、巨樹・巨木林等 

(1) 天然記念物 

 

表 2-10 天然記念物指定状況 

名称 指定区分・種別 内容 所在地 

安坂の一本杉 村‐指定‐天然記念物 植物 坂井真田 

大欅 村‐指定‐天然記念物 植物 本城立川 

刈谷沢神明宮社叢 村‐指定‐天然記念物 植物 坂北刈谷沢 

刈谷沢長者原の皀莢(サイカチ) 村‐指定‐天然記念物 植物 坂北刈谷沢長者原 

坂井の千本杉 村‐指定‐天然記念物 植物 坂井真田 

杉崎の枝垂ひがん桜 村‐指定‐天然記念物 植物 坂井杉崎 

大日堂樅 村‐指定‐天然記念物 植物 坂北仁熊 

中村神明宮大欅 村‐指定‐天然記念物 植物 坂北中村 

ブナの原生林 村‐指定‐天然記念物 植物 坂井漸々 

南谷沢大栃 村‐指定‐天然記念物 植物 坂北仁熊 

                                      （筑北村資料） 

 

(2) 巨樹・巨木林等 

 ○巨樹・巨木林  

 

表 2-11 巨樹・巨木林調査結果 

    種類 

地区 

巨樹（単木）

（件） 

巨木林（件） 
合計（件） 

樹林 並木 小計 

本城地域 ２ ０ ０ ０ ２ 

坂北地域 ９ １ ０ １ 10 

坂井地域 13 ２ ２ ４ 17 

（環境庁「第４回自然環境保全基礎調査 日本の巨樹・巨木林 甲信越・北陸版」（1991）） 

 

○その他「坂井村誌」、「本城村誌」、「村誌さかきた」などに、社寺叢、大樹老木、巨樹・

巨木、古木・名木が記載されています。  
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第３節 生活環境 

１ 水道 

(1) 水道水源保全地区※ 

長野県水環境保全条例に基づき、「四阿屋水道水源保全地区」（坂北地域 165ha）が、平成

７年度に指定されています。 

(2) 簡易水道 

簡易水道は、５か所（①坂井②坂北③大沢④乱橋⑤本城）で、普及率 99.5％（平成 27

年度末）です。 

 

２ 生活環境の状況 

 (1) 大気 

  ア 一般環境大気（県全体） 

県内の一般環境大気について、平成 26年度に県及び長野市が 16測定局で常時監視を 

行い、二酸化硫黄（18 測定局、筑北村周辺では、長野市篠ノ井、松本、上田及び大町）、

二酸化窒素（15測定局、筑北村周辺では、長野市篠ノ井、松本、上田及び大町）、浮遊粒

子状物質※（18測定局、筑北村周辺では、長野市篠ノ井、松本、上田及び大町）及び微小

粒子状物質※（６測定局、筑北村周辺では、環境保全研究所(長野市)及び松本）のいずれ

も環境基準を達成しました。光化学オキシダント※は 14 測定局（筑北村周辺では、長野

市篠ノ井、松本、上田及び大町）の全てで環境基準未達成となりましたが、光化学オキ

シダント注意報を発令する状況ではありませんでした。なお、全国の光化学オキシダン

トの環境基準達成率は 0.1％（平成 26 年度）であり、全国的にも極めて低い達成状況と

なっています。 

  イ 道路周辺大気（県全体） 

    県内の道路周辺大気について、平成 26年度に県及び長野市が７測定局で常時監視を行 

い、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（７測定局、筑北村周辺では、長野市小島田、松本

渚交差点、上田常磐城及び更埴インターチェンジ）、微小粒子状物質（１測定局、更埴

インターチェンジ）、一酸化炭素（２測定局、長野市小島田及び松本渚交差点）のいず

れも環境基準を達成しました。 
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(2) 水質 

  ア 河川 

麻績川・込路橋（生坂村地籍。筑北村における麻績川最下流部先）における測定結果

について、河川の水質汚濁の代表的な指標であるＢＯＤ※(生物化学的酸素要求量)はほぼ

横ばいで推移しており、環境基準Ａ類型（BOD２mg/L以下）を達成しています。 

 

表 2-12 麻績川・込路橋における水質推移 

項 目／年 度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

BOD(年間 75％値※) 

mg/L 
0.6 0.8 1.0 0.9 1.1 1.0 0.9 1.0 0.6 0.5 

                          （長野県水大気環境課「水質測定結果」） 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 （年度）

麻績川・込路橋における水質推移

BOD（年間75％値）

mg/L

環境基準Ａ類型

BOD ２mg/L 以下

 

図 2-3 麻績川・込路橋における水質推移 

 

村内河川の水質検査結果は、次のとおりです。 

 

表 2-13 村内河川の水質検査結果 

採水年月日：平成 28年 10月 26日 

箇 所 生物化学的酸素要求量ＢＯＤ(mg/L) 

東条川 聖南中学校前 0.7 

別所川 平集会所前 0.5 

麻績川 赤松集会所前 0.7未満 

永井川・安坂川合流地点 坂井橋 0.5未満 

                                    （筑北村データ） 
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イ ダム湖 

    小仁熊ダムにおける測定結果について、ダム湖の水質汚濁の代表的な指標である 

ＣＯＤ※（化学的酸素要求量）は、次のとおりです。 

 

        表 2-14 ダム湖水質測定結果 

  平成 27年度 

ダム湖名 COD 年平均値 

小仁熊ダム湖 3.9 mg/L 

（長野県水大気環境課「水質測定結果」） 

(3) 化学物質等 

ア ダイオキシン類※環境調査（県全体） 

  県が平成 27年度に、環境中のダイオキシン類の濃度を県内の大気４地点（筑北村周辺

では、松本）、土壌５地点（筑北村周辺では、千曲市）、河川・湖沼７地点（筑北村周辺

の地点なし）、地下水４地点（筑北村周辺では、麻績村及び生坂村）及び水底の底質７地

点（筑北村周辺の地点なし）の合計 27地点で調査した結果、全ての調査地点で環境基準

を達成しました。 

イ 有害大気汚染物質実態調査（県全体） 

  県では、大気の汚染状況を把握するため、平成 27年度にベンゼン、トリクロロエチレ 

ンなど 21物質について、県内９地点（筑北村周辺では、上田市、松本市、長野市及び松

本渚交差点）で調査を実施し、環境基準の定められている４物質については全ての地点

で環境基準を達成しました。健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）

が設定されている９物質については、測定したいずれの地点（９物質測定が５地点、５

物質測定が４地点）でも指針値を達成しました。 

 (4) 騒音 

村では、長野自動車道沿線の騒音等を把握するため、年 1 回村内の 2 地点（坂北向原地区、坂

井古司地区）において騒音レベルや交通量を調査しています。 

    平成 28年度については、２地区ともに下記の表のとおり環境基準を下回っています。 

 環境基準との比較単位：dB 

 

調査地点 

等価騒音レベル 環境基準 

昼間 夜間 昼間 夜間 

坂北（向原地区） 64 57 65 60 

   坂井（古司地区） 58 56 65 60 

      

     ※昼間：午前６時～午後 10 時．夜間：午後 10 時～翌午前６時 
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(5) 放射線等 

平成 23 年３月 11 日の福島第一原子力発電所事故に伴う県内の放射線等測定結果（平

成 29年３月９日現在）について、空間放射線量は平常値の範囲内で推移しています。ま

た、水道水、農産物等の放射性物質は不検出又は暫定規制値以下です。 

なお、筑北村の状況は以下のとおりです。 

 

平成 29年２月筑北村空間放射線の測定結果について 

                            （平成 29年 2月 28日測定） 

測定箇所 
測定値 

平 均 
1回 2回 3回  

筑北村役場駐車場 0.09 0.09 0.09 0.09 

坂北支所駐車場 0.10 0.10 0.10 0.10 

坂井支所駐車場 0.07 0.06 0.08 0.08 

筑北小学校校庭 0.04 0.04 0.04 0.05 

坂井小学校校庭 0.04 0.04 0.05 0.05 

聖南中学校校庭 0.07 0.07 0.07 0.07 

日本ウェルネス高等学校信州筑北キャンパス校庭 0.09 0.10 0.10 0.07 

筑北ひまわり保育園園庭 0.05 0.05 0.04 0.05 

坂井保育園園庭 0.06 0.07 0.06 0.07 

本城グラウンド 本グラウンド 0.06 0.07 0.07 0.05 

坂井グラウンド 0.06 0.06 0.06 0.05 

ふれあい広場 0.04 0.04 0.04 0.05 

やすらぎ野球場 0.05 0.05 0.05 0.06 

子育て支援センター 0.07 0.07 0.09 0.07 

 

単位はμSv/h（マイクロシーベルト毎時）で、例えば 0.06μSv/hであれば一時間の放射線被

ばく量が 0.06μSvであることを示しています。 

日常生活では、宇宙や大地、食べ物などからも放射線被ばくを受けており、年間被ばく量は

世界平均では 2.4mSv、長野県平均では 1.02mSvとなっています。 

上記測定値で 0.06μSｖ/h をあげると、0.06μSｖ/h×24 時間(h)×365 日＝525.6μSｖ≒

0.526mSvという値になりますので、放射線量の世界平均には満たないことが判ります。 

 

 

 

 

 

 

 

説明 「放射線」を出す物質を「放射性物質」といい、放射線を出す能力を「放射能」とい

います。「空間放射線量」は大気中の放射線の量です。なお、放射線による人体への影響度

合いを表す単位を「シーベルト（Sv）」、放射性物質が放射線を出す能力を表す単位を「ベク

レル（Bq）」といいます。 
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３ ごみ処理（筑北村資料、長野県廃棄物対策課「長野県内の一般廃棄物排出量と処理状況」） 

(1) 排出量、最終処分量、リサイクル率等（平成 26年度） 

ごみ処理の状況は、ごみ総排出量 1,501t、１人１日当たりの排出量 807g/人日（生活

系ごみ 502g/人日、事業系ごみ※305g/人日）、リサイクル率 24.3%で、県全体の１人１日

当たりの排出量 838 g/人日（生活系ごみ 591 g/人日、事業系ごみ 247 g/人日）、リサイ

クル率 23.1%と比較しても、１人１日当たりの排出量は少なく、リサイクル率は上回って

います。 

平成 24年からリサイクル率が大幅に低下していますが、これは村内で大量に排出され

るきのこ栽培の廃おがくず（事業系一般廃棄物）について、それまでの堆肥化によるリ

サイクルから、バイオマスボイラー燃料として有価物化され、統計上廃棄物でなくなっ

たことが主な理由です。 

(2) ごみ処理の状況[フローチャート]、ごみ総排出量・最終処分量の推移、１人１  

日当たり排出量の推移及びリサイクル率の推移 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ総排出量 1,501 t 

市町村収集 

1,374 t 

 

直接搬入 

127 t 

 

集団回収量 

(c) 0 t 

  

市町村処理 

  (a)1,501 t (100%) 

直接埋立 

0 t (0%) 

焼却施設 

1,009 t 

  (67.2%) 

ごみ堆肥化施設 

85 t 

    (5.7%) 

粗大ごみ・ 

不燃物処理施設等 

  407 t (27.1%) 

 

直接資源化  

0 t 

   (0%) 

自家処理 

   0 t 

 

残さ 

83 t 

資源化量 

    (b) 365 t 

 

 

リサイクル量 

365 t 

埋立処分（最終処分） 

          83 t 

※リサイクル率[(b+c)/(a+c)]＝24.3% 

※資源化率[b/a] 

＝24.3% 

減量分 

1,039 t 
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表 2-15 ごみ総排出量・最終処分量の推移 

   項 目 ＼ 年 度 H22 H23 H24 H25 H26 

ごみ総排出量(t) 2,939 2,446 1,633 1,537 1,501 

最終処分量(t) 78 88 83 79 83 

 

表 2-16 １人１日当たり排出量の推移 

項 目 ＼ 年 度 H22 H23 H24 H25 H26 

筑北村の１人１日当たり排出量(g/人日) 1,485 1,259 851 820 807 

県内の１人１日当たり排出量(g/人日) 862 867 862 847 838 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H22 H23 H24 H25 H26

１
人
１
日
当
た
り
排
出
量
（
g

／
人
日
）

年度
筑北村の１人１日当たり排出量(g/人日)

県内の１人１日当たり排出量(g/人日)

 
 

図 2-5 １人１日当たりの排出量の推移  

図 2-4 ごみ処理の状況（平成 26年度） 
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表 2-17 リサイクル率の推移 

項 目 ＼ 年 度 H22 H23 H24 H25 H26 

筑北村のリサイクル率(%) 66.8 56.7 24.6 23.5 24.3 

県内のリサイクル率(%) 25.8 25.4 25.0 23.8 23.1 
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筑北村のリサイクル率(%) 県内のリサイクル率(%)

 

図 2-6 リサイクル率の推移 

(3) 処理ルート 

・可燃ごみ、不燃ごみ→穂高クリーンセンター 

・きのこ栽培廃おがくずなど→坂井ゆうきセンター（堆肥化） 

・粗大ごみ、家電リサイクル商品、資源ごみなど→それぞれの処理ルートによる。 

 

４ し尿・生活排水の処理（筑北村資料、長野県廃棄物対策課「長野県内の一般廃棄物排出量と処

理状況」、松本地方事務所資料） 

(1) し尿収集量等（平成 26年度） 

 ・し尿収集量・処理量 1,855t 

（し尿 623kl、浄化槽汚泥 1,232t） 

  ・処理残渣搬出量・農地還元等の再生利用量 146t 

(2) 農業（林業）集落排水事業 

①西条処理区②東条処理区③小仁熊処理区④乱橋処理区⑤坂井処理区⑥中尾処理区⑦真 

田処理区で行っています。 

(3) 浄化槽 

  市町村設置型浄化槽整備事業を行っています。 
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             表 2-18 浄化槽設置基数 

H27年度末 

区分 設置基数 備考 

単独処理浄化槽※ 9  旧構造１、新構造８ 

合併処理浄化槽※ 659  旧構造 0、新構造 659 

計 668    

(4) し尿・汚泥処理ルート 

ア し尿・浄化槽汚泥（浄化槽汚泥には、坂井地域農集以外の農集・林集汚泥を含む。） 

→筑北クリーンセンター（炭化）→農地還元等 

イ 坂井地域農集汚泥（脱水）→坂井ゆうきセンター（堆肥化）→農地還元等 

 (5) 汚水処理人口普及率、水洗化率 

ア 汚水処理人口普及率（平成 27年度末）…91.6％（農集（林集）59.6％、浄化槽 32.0％） 

イ 水洗化率（平成 27年度末）…84.7％ 

 

 

５ 法・条例に基づく特定施設等（松本地方事務所資料） 

(1) 水質特定施設 

表 2-19 水質特定施設 

H27年度末 

区分 施設種類 事業場数 備考 

水質汚濁防止法 

1-2 畜産農業 4    

4 保存食料品製造業 2    

5 みそ等製造業 3    

10 飲料製造業 1    

16 麺類製造業 1    

１７ 豆腐製造業 1   

55 生コンクリート製造業 1    

65 酸アルカリ表面処理 2   

 

66-2 旅館業 5    

67 洗たく業 1    

72 し尿処理施設 4    

長野県公害の防止に

関する条例 
  0    

計 25    
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(2) ばい煙発生施設、粉じん発生施設 

表 2-20 ばい煙発生施設 

     H27年度末 

区分 施設種類 施設数 事業場数 備考 

大気汚染防止法 

1 ボイラー 2  1    

5 溶解炉 5  2    

11骨材乾燥炉 1  1  ＊ 

13廃棄物焼却炉 2  2  ＊ 

30ディーゼル機関 1  1    

長野県公害の防

止に関する条例 
  0  

 
  

計 11  6  

＊骨材乾燥炉を設置する１事業場

と廃棄物焼却炉を設置する１事業場

は同一のため、事業場数としては 6 

 

表 2-21 粉じん発生施設 

          H27年度末 

区分 施設種類 施設数 事業場数 備考 

大気汚染防止法 
3 ベルトコンベア 10  1  ＊ 

4 破砕機 4  1  ＊ 

長野県公害の防

止に関する条例 

1 帯のこ盤等 4  1    

3 動力打綿機 1  1    

  計 19  3  

＊ベルトコンベアを設置する事業

場と破砕機を設置する事業場は同

一のため、事業場数としては 3 

○大気汚染防止法第 2条第 5項の規定による揮発性有機化合物排出施設 ： なし 

○大気汚染防止法第 2条第 11項の規定による特定粉じん発生施設 ： なし 

○大気汚染防止法附則第 9条の規定による指定物質排出施設 ： なし 

 

(3) その他施設等 

表 2-22 ＰＲＴＲ※法の事業場 

         H27年度末 

区分 事業場数 備考 

化学物質排出移動量届出制度 1   製造業 

計 1    

 注）ＰＲＴＲ法：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 
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表 2-23 ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設 

    H27年度末 

区分 施設種類 施設数 備考 

大気 廃棄物焼却炉 2  
 し尿処理施設の焼却炉１ (公共） 

 焼却炉１ （民間 ただし休止中） 

計 2   

 

表 2-24 廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）の処理施設 

  H27年度末 

区分 施設種類 施設数 備考 

一般廃棄物

処理施設 

ごみ処理施設 1  
 産業廃棄物のほか一般廃棄物も合わせて堆肥化する施設 

 （村が設置、運営は民間） 

し尿処理施設 1   筑北クリーンセンター(公共) 

最終処分場 0   従来の最終処分場３施設(公共)は埋立終了 

産業廃棄物

処理施設 

中間処理施設 1   焼却施設（民間 ただし休止中） 

最終処分場 0    

計 3  
＊筑北村のごみ処理は穂高広域施設組合、し尿処理は筑北保

健衛生施設組合が行っている。 

 

表 2-25 長野県地球温暖化対策条例の事業者・箇所数 

                                                  H27年度末 

区分 
事業者・ 

箇所数 
備考 

温室効果ガスの排出抑制計画書等の提出義務 

（年間のエネルギー使用量が原油換算 1,500kℓ以上） 
1  

 

アイドリング・ストップ※周知義務 

（500㎡以上の駐車場） 
1    

 

 表 2-26 騒音・振動・悪臭規制等地域指定状況 

                          H27年度末 

 騒音環境基準 騒音規制法 振動規制法 悪臭防止法 深夜営業騒音 

筑北村 ○ ○   ○ 

 

６ 事業者の取組 

  村内で環境マネジメントシステム※（ISO14001※、エコアクション 21※など）の認証を取得

している事業所は、１社です。  
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第４節 歴史的・文化的環境 

１ 文化財等 

(1) 文化財指定状況（国、県、村）（天然記念物を除く。） 

  資料編に示しました。 

 (2) 埋蔵文化財（規模の大きなもの） 

 

表 2-27 埋蔵文化財 

名称 発掘作業 

向六工遺跡 高速道関連 

東畑遺跡 県営圃場整備関連 

 

２ 郷土環境保全地域 

  前掲しましたが、郷土環境保全地域である碩水寺地域及び修那羅峠地域は、選定理由に歴

史的な理由も含んでいます。 
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第５節 地球規模・広域的な環境 

世界の人口は、2011年（平成 23年）に 70億人 

に達しました。人口は、資源、環境など多くの問 

題と密接な関係があります。 

  世界のエネルギー供給量（1971年(昭和 46年) 

から 2008年(平成 20年)までの間）は約 2.2倍に 

増加しました。これをエネルギー源別に見ると、 

石炭・石油・天然ガスの占める割合は、1970年 

代から現在に至るまで８割以上を占めています。 

 

１ 地球温暖化の進行 

   地球温暖化の原因となる温室効果ガス※である二酸化炭素（ＣＯ2）について、エネルギー

起源の二酸化炭素の排出量は概ね一貫して増加傾向にあります。1971 年（昭和 46 年）から

2008 年（平成 20 年）まででエネルギー起源の二酸化炭素排出量は約２倍に増加しており、

それに伴って地球上のＣＯ2濃度も増加しています。また、世界の二酸化炭素濃度の測定結果

に基づき我が国が推定している二酸化炭素分布情報によると、2009 年（平成 21 年）の大気

中の二酸化炭素の全球平均濃度は、過去最高水準となっていることがわかりました。このよ

うなＣＯ2濃度の増加は、世界の気温上昇の一因となっていると考えられます。 

世界の年平均気温は、長期的には 100年あたり約 0.68℃の割合で上昇しており、特に 1990

年代半ば以降、高温となる年が多くなっています。（図 2-8） 

  気象庁によると、日本では 20世紀中に平均気温が約１℃上昇しました。  

 

 

 

  

 

 

  

表 2-28 世界人口が 10億人台に 

なった年 

10億人 1804年 

20億人 1927年（昭和２年） 

30億人 1959年（昭和 34年） 

40億人 1974年（昭和 49年） 

50億人 1987年（昭和 62年） 

60億人 1999年（平成 11年） 

70億人 2011年（平成 23年） 

（国連人口基金「世界人口白書 2011」） 

図 2-7 世界の年平均気温平年差（℃） 

出典：環境省「平成 23年版環境・循環型社会・生物多様性白書」 

   注）年平均気温：世界の陸域における地表付近の気温と海面水温の平均 

平年差：平均気温から平年値（1971年(昭和 46年)～2000年(平成 12年)の 30年平均値）を 

差し引いたもの 
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２ オゾン層破壊※、酸性雨※など 

(1) オゾン層破壊 

フロン※等の大気への放出によりオゾン層は破壊されており、その結果、地上に到達する

有害な紫外線が増加し、皮膚ガンや白内障等の健康被害の発生や、植物の生育の阻害等を

引き起こす懸念があります。オゾン層破壊物質の多くは強力な温室効果ガスでもあり、地

球温暖化への影響も懸念されます。 

オゾン全量は、1980年代から 1990年代前半にかけて地球規模で大きく減少した後、現在

も減少した状態が続いています。また、オゾンホール※の規模は年々変動が大きく、現時点

ではオゾンホールに縮小の兆しがあるとは判断できず、南極域のオゾン層は依然として深

刻な状況にあります。   

(2) 酸性雨 

酸性雨（おおむねｐＨ5.6以下の雨をいう。）について、県が平成 22年度に県内の５地点

で調査を行った結果は、全県平均値ｐＨ5.2でおおむね横ばい傾向ですが、酸性雨が観測さ

れています。酸性雨による森林等の被害は、県内ではまだ報告されていませんが、今後も

実態調査の継続が必要です。 

 (3) その他 

  ア 熱帯林の減少 

    過度の伐採や焼畑等により熱帯林が減少することで、生物多様性の減少や熱帯林の劣

化などを招きます。 

  イ 砂漠化 

    過耕作・過放牧や気候変動などにより土地が砂漠化（劣化）することで、緑地の減少、

食糧生産の減少などを招きます。 

ウ 海洋汚染 

  汚濁河川水の流入や廃棄物の投棄などによる海洋の汚濁・汚染で、海洋資源への影響

などがあります。 

エ 有害廃棄物の越境移動 

  主に、有害廃棄物が処理の容易な国へ移動することで、受入国の環境汚染を招きます。 

オ 開発途上国の公害問題 

    開発途上国における急激な工業化に伴う大気汚染などで、健康被害の発生や近隣国へ

の影響を招きます。 

 

 

３ 廃棄物発生量の高水準での推移 

  世界の廃棄物量は増大しています。 

  また、日本における物質フローを見ると、天然資源等投入量は減少しており、廃棄物等の

発生量は横ばいですが、循環利用量は増加し、最終処分量は減少しています。 
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表 2-29 日本における物質フロー           単位：百万トン 

    項目 

年度 

天然資源等 

投入量 

廃棄物等の 

発生量 
循環利用量 最終処分量 

平成 12年度 1,925 595 213 56 

平成 20年度 1,492 578 245 22 

平成 25年度 1,405 584 269 16 

        （環境省「平成 28年版環境・循環型社会・生物多様性白書」のデータから作成） 

 

４ 生物多様性※の劣化 

  生物の多様性は、個々の生物種や地域ごとの個体群が維持され、全体として生態系※が維持 

されることにより確保されます。しかし、近年、生息・生育環境の劣化や、過剰採取、外来 

種の移入等により絶滅が危惧される種も生じています。生物の多様性は、人間の生存の基盤

であり自然の生態系を維持していくための欠かせないものであり、これを維持していく必要

があります。 

地球上には私たちが認識している種だけで 175万種、未知の生物も含めると 3000万種とも

いわれる野生生物が生息・生育しています。 

  ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）は、絶滅のおそれのある野生生物種を危険性のランクごと

に記載したレッドリスト※を作成していますが、2016年（平成 28年）の結果によれば、実態

が把握されている評価種のうち、ほ乳類 22％、鳥類 13％、両生類 32％が絶滅危惧種とされて

います。 

  長野県では、長野県版のレッドデータブック※を発刊しました。これを基礎資料として、長

野県希少野生動植物保護条例に基づき、絶滅のおそれのある希少野生動植物の保護を図って

います。規制の対象となる指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定状況は、

次のとおりです。 

表 2-30 指定希少野生動植物等の指定状況 

  平成 27年 4月 30日現在 

分類＼指定別 指定希少野生動植物 特別指定希少野生動植物 

維管束植物 52種 うち 14種 

脊椎動物 ９種 うち２種 

無脊椎動物 11種類 うち３種類 

                            （長野県「平成 27年版環境白書」） 

平成 22年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2010」では、わが国の生物多様性は、

①人間活動や開発による危機②人間活動の縮小による危機③人間により持ち込まれたものに

よる危機④地球温暖化による危機に瀕しているとされています 
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第３章 地域資源等 

  環境や文化財などは、希少種や特殊な文化財などのように大切にして保護することが必要

なものがありますが、利活用あるいは見ることをしながらその価値を十分に認識して保護・

保全することも重要です。また、環境と経済、社会が良い循環を保つことによって環境が保

全されることにもなります。その意味で、筑北村の持つ良い面や地域資源をしっかりと認識・

把握（あるいは創造）し、それを保護・保全・利活用することが重要と考えます。 

住民にとっては、地勢、自然、もの、人、歴史、文化、生活、産業、サービスなど全てが

地域資源と言えると思いますが、村外の人にとっても関係が深いということで、環境面を主

に絞り込んでみました。なお、今は地域資源と言えないものでも、見方や利活用方法を変え

れば地域資源となりうるものもあります。 

＜地理的・交通上の利点＞ 

 ○長野県の中央部に位置する。 

 ○長野自動車道の麻績インターチェンジ（麻績村）が近い。村内に高速バス停が坂北、本城 

の２か所ある。また、本城高速バス停付近に緊急車両入口がある。 

 ○ＪＲ篠ノ井線が通っている。村内に冠着、坂北、西条の３駅がある。 

  長野市から電車で約 30～50分、松本市から電車で約 20～40分である。 

＜環境＞（全般的に見て） 

 ○空気がきれい。 

 ○家の周りが静か。 

 ○景色が美しい。 

＜自然・里山・里地・農地・景観など＞ 

 ○山…冠着山、四阿屋山、岩殿山など 

○アルプスの眺望、聖山の景観 

○県立自然公園（聖山高原） 

○峠 

○景勝地…差切峡など 

○里山、里地 

○ふるさとの川 

 ○ダム湖、えん堤湖、ため池…小仁熊（富蔵）ダム湖など 

○ふるさとの原風景 

○田園風景 

○郷土環境保全地域（碩水寺、修那羅峠） 

 ○天然記念物 

 ○巨樹・巨木林（社寺叢、大樹、老木、古木、名木）など 

 ○森林、木が多い。 

 ○森林公園、キャンプ場 

 ○水辺、湧水 

  ○動物、植物 

 

 

青柳城址公園から望む 

杉崎の枝垂ひがん桜 
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 ○紅葉 

 ○大側地区の福寿草 

 ○トレッキングコース、ハイキングコース、遊歩道  

 ○水資源、湧水・地下水・河川水・ダム湖（えん堤湖）・ため池 

○太陽光、バイオマス、水力などの再生可能エネルギー 

 ○遊休荒廃農地（耕作放棄地）が多い。（視点を変え、利活用を考えた場合） 

＜史跡・社寺など＞ 

筑北地域は古代には東山道の支道が通る街道筋であったり、善光寺街道が走るなど交通の

要衝で歴史的に古く、明治期の廃仏毀釈の影響もほとんど受けず、数多くの名刹や伊勢神宮

とのかかわりの深い神社が残されています。“曼陀羅の里”と呼ばれるように、仏像や神像な

どの文化財が豊富です。 

 ○修那羅石仏群、安宮神社、碩水寺、刈谷沢神明宮、花顔寺、安養寺、観音寺、大日堂、筑

北地域に５つある信濃三十三番観音札所（筑北村には岩井堂、岩殿寺、関昌寺）など 

 ○城址（城跡）、城址公園…青柳城址、安坂城址など 

 ○古墳…安坂積石塚１・２号古墳など 

 ○古道…善光寺街道、切通し、青柳宿、乱橋宿、乱橋の（立峠）石畳など 

 ○美術工芸品などの有形文化財 

 ○村の小さな社や集会施設の片隅にたたずむ仏像神像、 

無住職となった寺の仏像、路傍に居並ぶ石造物など 

 ○近代遺産 

＜施設＞ 

 ○歴史民俗資料館（坂井）、考古資料館（坂北）、収蔵庫 

（本城）、作陶場、伝統文化等保存伝承施設 

 ○スポーツ広場、ふれあい広場、マレットゴルフ・グラ 

ウンドゴルフ場など 

 ○温泉施設 

 ○宿泊施設 

 ○道の駅 

 ○食事・休憩施設 

○店舗 

○いちご体験施設 

＜農林業体験、農村体験交流＞ 

○農林業体験・農村体験交流 

＜特産品・技術＞ 

○農産物加工・販売施設など 

○農林水産品・加工食品など 

○様々な仕事の技 

○伝統技術 

 
 

乱橋宿 

碩水寺 

 

 

 

安宮神社 
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＜お祭り・民俗・風習など＞ 

 ○刈谷沢神明宮お田植祭りなど 

＜生活＞ 

 ○家庭・生活や地域の知恵など 
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第４章 環境基本計画の目標と基本指針 

 

 筑北村環境基本計画の目標を、筑北村民憲章や筑北村総合計画のもと、次のように定めます。 

 

 

 

この目標を実現するために、基本指針を次のように定め、このもとに、具体的な施策や取組 

を展開・実施します。 

 

 《基本指針》 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《筑北村環境基本計画の目標》 

豊かな自然のなか資源とエネルギーを大切に心やすらぐ活き活きした・ちくほく村 

１ 山林・自然環境の保全 

 

２ 農地・里地の保全 

 

３ 水環境の保全 

 

４ 生活環境の保全 

 

５ ごみの減量化と廃棄物対策 

６ 省資源・省エネルギー対策 

 

７ 景観と歴史的・文化的環境の保全・創造 

 

８ 環境学習・保全活動の推進 
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第５章 課題と施策・取組 

            

 

＜課題＞ 

       筑北村の面積の多くを占める山林は、木材価格の低迷などによる林業従事者の減少・高齢化

により、山林施業が停滞し荒廃山林が増加して、イノシシ・シカといった有害獣の隠れ家が拡

大するとともに生息数も激増し、農林業被害も深刻になっています。また、松くい虫被害が近

年増加しており、健全な松林の整備のために被害拡大防止に向けた迅速な対応と駆除が求めら

れています。 

山林は木材生産だけでなく、国土の保全・水資源の涵養・保健休養など様々な公益的機能※

を有しているため、荒廃が進む現状をこのまま放置しておくことはできません。特に水源涵養、

有害獣被害防止などの要請が高く、特に手入れの遅れが目立つ民有林、規模が零細な個人有林

を重点に早急に機能の回復を図る必要があります。 

豊かな自然や多様な野生動植物の生息、生育環境を確保し、地域の特性に応じた自然環境を

保全していくために、山林の植生を近隣の市町村で共有しあうとともに、有害獣被害防止のた

めの野生鳥獣の個体調整も、生態系のバランスを考慮しつつ地域を越えた連携での取組が必要

になっています。 

また、村内には生育、生息していなかった外来種が増え、生態系に影響をもたらしています。 

 

＜施策・取組＞ 

１ 山林の保全 

山林の保全のため、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本指針１ 山林・自然環境の保全 

【住民】住民には林業者、山林の持ち主、ボランティアを含みます。 

○除間伐など山林の手入れをするように努める。 

○有害獣被害防止のため、里山※の整備に努める。 

○松枯損木の早期伐採処理を進め、松くい虫被害防止を図る。 

○きのこ山のテープや看板は不要の時期になったら毎年回収する。 

○除間伐・山林の手入れの協働作業（住民・作業体験）に努める。 

○木質資源を、ストーブ用の薪など様々な用途に有効利活用する。 

【事業者】 

○山林資源の市場拡大を図る。 

 
【村】 

○山林保全のための支援をする。 

○林業後継者・担い手の育成を支援する。 

○除間伐など森林ボランティア、住民協働作業を進める。 
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２ 自然環境の保全 

自然環境の保全と利用のため、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【住民、事業者、村】 

○四阿屋山のブナの原生林や差切峡の自然景観など、残すべき自然を保護し守っていく。 

○天然記念物や巨樹・巨木林などの保護に努める。 

○希少野生動植物の保護を図る。 

○外来生物※について、「入れない、捨てない、拡げない」を基本に対策を進める。特に、特

定外来生物※や要注意外来生物※であるアレチウリ・セイタカアワダチソウ・オオキンケイ

ギク・オオハンゴンソウ駆除などを進める。 

 
【事業者】 

○林道・トレッキングコースなどを利用したグリーン・ツーリズム※を推進する。 

 
【村】 

○公共工事において環境負荷を軽減する工法や機械の採用などを推進する。 

○山林資源を使った体験施設、里山トレッキングコースなどの整備を図る。 

○村内の希少野生動植物の調査を行う。 
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＜課題＞ 

村の農業は、地理的・地形的な制約などにより、農家一戸当たりの平均耕作面積は 42a と小

さく、生産効率も高くはない状況です。農業者の高齢化・兼業化・担い手不足に伴う労働力不

足や農産物の価格低迷・米の生産調整などによる生産意欲低下によって、経営耕地の遊休・荒

廃化が年々深刻な状況となっています。農地は、農業生産の基盤であるとともに、多様な生物

の生息・生育環境を育む場所でもあり、また、水田の洪水防止機能や里地の田園風景の形成な

ど多くの公益的機能を有しています。 

環境保全に配慮した農業、農産物の生産など農地の活用と美しい田園風景を含めた里地の保

全が課題です。 

 

＜施策・取組＞ 

農地・里地の保全のため、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本指針２ 農地・里地の保全 

【住民】住民には農業従事者も含まれます。 

○できるだけ農地の手入れをするよう努める。 

○農地の賃貸借を積極的に行い、遊休荒廃農地の有効利用を図る。 

○集落における集団での営農方式の推進や景観作物※の導入により、農地を保全する。 

○低環境負荷農薬や有機肥料の使用と適量使用に努め、環境にやさしい農業を推進する。 

○農薬や肥料散布時は周辺に配慮する。 

○不要になった農業資材を回収し、適正に処分する。 

○都会からの体験学習の受入れなど農村体験型観光の推進に努める。 

 
【事業者】 

○遊休農地を活用したグリーン・ツーリズムを推進する。 

 
【村】 

○高付加価値・省力化農産物の作付けを奨励・支援する。 

○地域ブランド確立を目指す生産・製造・販売力の強化を図る。 

○農作業受託組織・生産組織の育成、法人組織の検討などによる農業の担い手の確保を図る。 

○豊かな自然を生かした農山村体験などの交流や観光農業を促進し、農林業の多面的な活用

を図る。 
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＜課題＞ 

降水量は少ないが豊かな自然を有する筑北村において、湧水、地下水、河川水などの水資源 

と、多様な自然を育む水辺などの水環境を保全していくことが重要です。 

また、村内には、麻績川、東条川、別所川、安坂川など多くの河川があり、河川の環境を 

守っていくことが下流の地域に対する責務でもあります。 

近年では、サギ等の食害や、小仁熊ダム等へのブラックバス等違法放流と下流域への流出の

心配など、水環境における生態系の変化が懸念されています。 

＜施策・取組＞ 

水環境の保全のため、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本指針３ 水環境の保全 

基本指針４ 生活環境の保全 

【住民】 

○農業（林業）集落排水施設への接続や合併処理浄化槽の設置を行う。 

○農業（林業）集落排水施設や合併処理浄化槽の使用に当たっては、管等の閉塞防止や施設

の処理機能維持のため、異物、有害な化学物質、危険物、廃食用油などを流さないように

する。 

○散水などに井戸水を活用する。 

○外来魚等を放流しない。 

○河川清掃など河川愛護の活動に参加し、水辺環境の保全に努める。 

○水生生物や水質の保全のため、環境にやさしい農業を推進する。 

 
【事業者】 

○工場等の排水について、適正に処理する。 

 
【村】 

○定期的に河川等の水質検査を実施する。 

○農業（林業）集落排水施設への接続を促進するとともに、合併処理浄化槽の設置を推進す

る。 

○ホタルやトンボなど生物の生息に配慮した水辺の保全と創出に努める。 

○水道水源地の保全・管理を行うとともに、優れた自然環境ややすらぎの場である湧水地の 

保全に努める。 

○様々な用途に用いられる水資源の確保に努める。 
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＜課題＞ 

五感で感じる身の周りの良好な環境は、心豊かでやすらぎの生活にとって重要です。また、 

化学物質などによる生活環境へのリスクに対応するため、情報を的確に把握することが必要で

す。 

多くの方が「空気のきれいさ」や「家の周りの静かさ」を評価していますが、住民が安心し 

て安全に暮らしていくために、騒音などの定期的な検査を実施して現状を把握しながら、住民・

事業者・村協働で、施策・取組を進めていきます。 

 

 

＜施策・取組＞ 

 生活環境の保全のため、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住民】 

○近隣騒音について、特に夜間は静かな環境づくりに努めるとともに、必要な場合は、話合

いなどにより静けさの確保を図る。 

○ペットのふんは、飼い主が責任を持って処理する。 

○野生動物には、えさや水をむやみに与えない。 

 

 
【事業者】 

○工場等からの排気・騒音について、適正な対策を行う。 

○工場、畜舎、廃棄物等からの臭いについて、適正な対策を行う。 

 

【村】 

○長野自動車道の騒音について、定期的に測定を行うとともに、道路管理者に必要な改善を 

求めていく。 

○工場等からの排気・騒音・臭い等について、状況の把握に努め、必要な場合は、適正な対

策が行われるよう関係機関とともに啓発・指導する。 

○定期的又は随時、放射線等の測定を行い、その結果を公表する。 

○道路の融雪剤（凍結防止剤）の適正使用に努める。 

基本指針４ 生活環境の保全 
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＜課題＞ 

 消費者・生活者は、大量生産・大量消費・大量廃棄型のシステムから、省資源・省エネル 

ギーという、環境に配慮して資源を大切に資源が循環するシステムを基調とした生活様式へと 

変えていくことが重要です。 

 廃棄物については、「Reduce（リデュース＝発生抑制）」「Reuse（リユース＝再使用）」 

「Recycle（リサイクル＝再生利用）」の３Ｒを総合的に考え推進していくことが必要で、優 

先順位を(1)リデュース(2)リユース(3)リサイクルで進めるとともに、リサイクルする場合には、 

分別を徹底し、使い切り運動の推進を行いごみも資源であるという意識改革が重要です。 

＜施策・取組＞ 

 ごみ・廃棄物の対策のため、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

基本指針５ ごみの減量化と廃棄物対策 

基本指針６ 省資源・省エネルギー対策 

【住民】 

○ごみの分別の徹底に努める。 

○ごみ収集場所の管理に努める。 

○過剰包装品を購入しないよう努める。 

○レジ袋の削減・マイバッグの利用に努める。 

○すぐにごみになるものは家庭に持ち込まないようにする。 

○食べ残しの削減に努める（30・10 運動）。 

○学校廃品回収への協力に努める。 

○ごみの野焼きをしない。 

○道路沿い・河川・荒廃地などのごみ除去・草刈りなど環境美化や、ごみゼロ運動への参加

に努める。 

○ポイ捨てや不法投棄をしにくい環境づくりに努める。 

○３キリ運動（食べきり・水きり・使いきり）の推進を図る。 

【事業者】 

○廃棄物の分別の徹底に努める。 

○廃棄物を適正に保管する。 

○廃棄物を適正に処理する。 

○産業廃棄物※は、マニフェスト※による管理を徹底する。 

○事業所の環境美化に努める。 

 
【村】 

○ごみ・廃棄物に関する情報提供に努める。 

○ポイ捨て・不法投棄防止の啓発活動を実施する。 

○ごみ・廃棄物の分別、適正処理、リサイクル等の啓発・指導に努める。 

○パトロール等の不法投棄監視体制及び通報制度・受付体制の確立を図る。 

○不法投棄廃棄物の撤去などの対応に努める。 

○環境美化活動の調整や支援に努める。 

○生ごみ減量化に向けて、生ごみ処理機購入の補助を行う。 
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＜課題＞ 

化石燃料※（石油・石炭等）や鉱物資源（種々の金属等）などの様々な資源は限りあるもので 

す。貴重な資源をいかに効率的に利活用していくかということと、廃棄物による環境への負荷

をいかに小さく抑えるかが求められています。環境にやさしい循環型社会への転換を目指して、

私たち一人ひとりができることから取り組むことが必要です。特に事業者は、製品の生産から

廃棄までの全体を視野に入れ、グリーン購入（調達）※や製品設計・計画段階、出荷・輸送段階

などを含めて、省資源・省エネルギー、温室効果ガスの排出抑制、廃棄物の発生抑制・リサイ

クルなどに努めることが求められています。 

 地球温暖化が進行し、その影響とみられる様々な環境の変化が生じており、対策を講じなけ 

れば、将来さらに多くの影響が生じると予測されています。持続可能な社会の構築に向け、温 

室効果ガス削減のための省エネルギー対策とともに再生可能エネルギー※への転換が強く求め 

られています。さらに、オゾン層破壊、酸性雨、熱帯林の減少、砂漠化、海洋汚染などの地球 

規模の環境問題に対しても、広く目を向け、地域でできる対策に取り組んでいく必要がありま 

す。 

＜施策・取組＞ 

省資源・省エネルギー等の対策のため、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

【住民】 

○省資源・省エネルギーに関する情報の収集に努める。 

○水資源の有効利用と節水に努める。 

○冷暖房の温度設定の適正化などの節電に努める。 

○省エネルギー設備・機器・器具等の導入に努める。 

○太陽光、太陽熱など再生可能エネルギーの導入に努める。 

【事業者】 

○環境に配慮した事業活動に関する情報の収集に努める。 

○省資源・省エネルギーの実践に努める。 

○製造段階からの廃棄物発生抑制対策に努める。 

○詰め替え商品の販売や簡易包装に努める。 

○グリーン購入（調達）に努める。 

○環境測定データを含め環境への取組状況等の公表に努める。 

○エコアクション 21 やＩＳＯ14001 など環境マネジメントシステムの導入に努める。 

 
【村】 

○省資源・省エネルギーに関する情報提供と啓発に努める。 

○グリーン購入（調達）に努める。 

○公共施設における省資源・省エネルギーを率先して進める。 

○太陽光発電システム設置の支援に努める。 

基本指針 6 省資源・省エネルギー対策 
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【住民、事業者、村】 

○「ゆうきセンター」を核に、地域資源を活かして環境にやさしい農業を目指す。 

○農産物の地産地消に努める。 

○急発進・急加速、不要なアイドリングを行わないなど環境に配慮した自動車運転（エコド

ライブ※）に努める。 

○エコカー※購入（導入）に努める。 

○オゾン層破壊の進行を防止するため、冷蔵庫やエアコンなどの適正処理、フロン類の回収

を進める。 

○酸性雨、熱帯林の減少、砂漠化、海洋汚染、有害廃棄物の越境移動、開発途上国の公害な

ど地球規模の環境問題についての学習、啓発に努め、グリーン購入（調達）など地域でで

きることを行う。 

 

○木質バイオマスエネルギー化について調査・研究を行うとともに、除間伐した木のエネル

ギー化の事業化に向けた組織づくりを行う。 

○木質バイオマスによるエネルギーを、農業用燃料や家庭用燃料として普及するため、ペレ

ットボイラーやペレットストーブ等の導入にかかる補助制度を検討する。 
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＜課題＞ 

 村内には、貴重な文化財が数多くあり、身近にある文化財への関心を高め、その歴史的・文 

化的な背景を学び、知ることで理解を深めるとともに、次の世代へと継承するための保存をし 

ながら、新しい文化の創造へとつなげていく必要があります。 

 また、村の持つ多様な自然景観、田園景観、歴史的・文化的な景観などは筑北村ならではの 

もので、かけがえのない大切なものです。これらを保全し継承していくことが大切です。 

  人口減少などにより増加する空き家は、倒壊の危険や、公衆衛生の悪化などの多岐にわたる問

題を生じさせています。適切な管理が行われていない空き家への対応が求められています。 

景観保全のためには、環境の整備、環境美化活動など常会や区、地域など村が一体となった 

取組が重要です。 

 

＜施策・取組＞ 

景観の保全・創造のため、歴史的・文化的環境との調和を図り、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本指針７ 景観と歴史的・文化的環境の保全・創造 

【住民、事業者、村】 

○県立公園・郷土環境保全地域をはじめ、地域特性に応じた自然環境の保全を通して、自然

景観の保全を図る。 

○農業・林業の振興や里山・里地の保全を通して、ふるさとの原風景としての田園景観の保

全を図る。 

○地域や歴史に調和した歴史的・文化的な景観の保全と創造に努める。 

○道路沿いの花壇、植栽の手入れなどの美化運動を進める。 

○ごみの散乱していない環境づくりに努める。 

○「ちくほく村文化財ガイドブック」、旧村誌、各種文化財書籍などを用いながら、教育ボラ

ンティア等の人材を活用して、村文化財を幅広く、内外にＰＲ、発信する。 

○空き家の適切な管理や、撤去の取組を求める。 
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＜課題＞ 

これからの環境問題に対応していくためには、環境に関する様々な情報を学ぶ機会を多く作 

り、村や地域に根ざした環境のことから地球規模の環境問題まで幅広く学んでいくことが重要

です。 

また、今日の環境問題には、環境問題がさほど重要視されていなかった時代からの一人ひと 

りの日常生活や通常の産業活動に起因するものが多くあることも忘れてはなりません。環境を

保全し、環境への負荷の少ない持続可能な社会を作るためには、住民、事業者、村がそれぞれ

の立場に応じて責任を自覚し、様々な場面で取り組んでいくとともに、情報を共有し相互に連

携・協働していくことが重要です。 

 

＜施策・取組＞ 

１ 環境学習・教育の推進 

環境学習・教育の推進のため、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 住民、事業者、村の参加と連携による環境保全活動の推進 

環境保全活動の推進のため、次の行動をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本指針８ 環境学習・保全活動の推進 

【住民】 

○環境に関する情報を学ぶように努める。   

○子どもたちの地域での環境学習に協力する。 

○山林作業体験や川遊びなどを通して、子どもたちが郷土の自然に触れる機会を増やしていく。 

 
【事業者】 

○従業員の環境学習を支援するとともに、環境教育に努める。 

 
【村】 

○住民が、環境に対する意識や理解を高め環境に配慮したライフスタイルを身につけることや、

環境保全活動への意欲と能力を高め持続可能な社会づくりに向け行動できるように、様々な

機会に環境学習・教育を推進する。   

○環境学習の場・機会に関する情報や環境に関する情報を提供する。 

 

【住民、事業者、村】 

○住民の自主的な参加による環境情報の意見交換の機会を設け、新たな課題を皆が認識する。 

○住民の自主的な社会参加活動を促進する人材及び組織の育成に努めるとともに、村づくりに

ついて意見交換や活動しやすい環境づくりに努める。 

○積極的でわかりやすい環境情報の提供に努め共通認識を高めることで、住民、事業者、村が

一体となって、環境の保全を推進する。 

○道路ごみ拾い活動やポイ捨て多発場所の美化活動への参加や支援に努める。 

○子どもたちが行う環境活動に支援、協力する。 

○資源循環型社会・低炭素社会の構築を目指して、住民・事業者・村が一体となって廃棄物の

発生抑制・再利用・リサイクルや省エネルギー運動を進める。 
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第６章 環境基本計画の進行管理 

1 村の取組について 

村は、次の事項を基本とし、第６章で掲げた各施策・取組を推進・支援します。 

○環境保全のための計画・各種施策の策定、進行管理 

○ハード面での環境の整備 

○予算の確保 

○住民、事業者と協働し一体となった環境保全活動の推進 

○住民や地区における環境保全活動の支援 

○環境保全活動や環境学習などの機会や場づくり 

○環境情報の公開と提供 

○水質・騒音等の測定 

○環境保全に向けた指導・啓発 

  ○種々の調整 など 

 

２ 環境基本計画の進行管理 

  環境基本計画に掲げる各主体の施策・取組を実効あるものにするために、次のことを行 

います。 

(1) 村は、関係する課で密接に連絡を取り、進行管理を図ります。 

(2) 村に寄せられた公害や環境に関する意見や提言を記録に残し、県等に寄せられた情報

とともに、取りまとめます。 

(3) 環境基本計画の各施策・取組について、進行状況をチェック・確認し、必要な対応・

対策を検討して、環境審議会に報告し、ホームページ等で公表します。環境審議会は、

進行状況・対応・対策等について、意見を述べるものとします。 
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１ 筑北村環境保全条例・施行規則 

○筑北村環境保全条例 

平成 17年 10月 11日条例第 75号 

改正 

平成 21年６月 19日条例第 10号 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 環境の保全に関する施策等（第７条―第 26条） 

第３章 環境保全協定等（第 27条・第 28条） 

第４章 環境審議会（第 29条―第 34条） 

第５章 雑則（第 35条―第 41条） 

第６章 罰則（第 42条・第 43条） 

附則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全について基本理念を定め、村、村民（一時滞在者、旅行者等

を含む。以下同じ。）及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって将来にわたる村民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与し、住みよい郷土の

実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、公害の発生や自然環

境の破壊といった環境の保全上の支障が生じるおそれのある環境への影響 

(２) 公害 環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるもののうち、事業活動その他の

人の活動に伴って生ずる生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚

染、騒音、振動、悪臭及び地盤沈下等によって、人の健康が損なわれ、快適な生活が阻

害されることを言う。 

(３) 環境基準 人の健康を保持し、環境を保全するうえで維持することが望ましい基準を

いう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全は、村民が健全で豊かな環境の恩恵を受けるとともに、この環境が将来に

わたって維持されるよう適切に行われなければならない。 

≪資料編≫ 
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２ 環境の保全は、すべての者の適切な役割分担のもとに、環境への負荷をできる限り低減さ

せるように、自主的かつ積極的に行われなければならない。 

３ 環境の保全は、地域の環境が地球環境と深くかかわっていることに着目し、すべての事業

活動及び日常生活において、地球環境の保全に資するよう行われなければならない。 

（村の責務） 

第４条 村は、前条に規定する基本理念に基づき総合的な施策を定め実施するものとする。 

（村民の責務） 

第５条 村民は、自然環境の保護、生活環境の保全及び日常生活に伴う環境への負荷の低減に

自ら努めるとともに、国、県又は村が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければな

らない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、事業活動を行うに当たっては、公害

の防止対策及び自然環境を保全するために必要な措置を講ずるとともに、製品等が廃棄物と

なった場合にその適正な処理が図られるようにしなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に係る製品等が使用され、又は廃棄される段階において、廃棄物

の減量等環境への負荷の低減に努めるとともに、再生資源又は環境への負荷の低減に資する

原材料等を利用するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、前２項に定めるもののほか、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めると

ともに、国、県又は村が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 

 

第２章 環境の保全に関する施策等 

 

（施策の基本方針） 

第７条 村は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる基本方針に

基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。 

(１) 公害がなく、人の健康を保護し、村民が安心して居住できる生活環境を保全すること。 

(２) 水、緑等が豊かである自然環境を保全し、かつ、水、大気、土壌等を良好な状態に保

持し、自然の持つ自浄作用を確保するとともに、資源の有効利用等を促進することによ

り、環境への負荷を低減させること。 

(３) 生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺等における多様な自然環境を

地域の自然的、社会的条件に応じて保全しつつ、潤いと安らぎのある自然と人との共生

を確保すること。 

(４) 自然環境と一体となった美しい景観や地域の歴史的、文化的な特性を生かした快適な

生活環境を創ること。 

（環境基本計画） 

第８条 村長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、環境基本計画を

定めなければならない。 

２ 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び指針 
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(２) 環境の保全に関する施策 

(３) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全に関する必要な事項 

３ 村長は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、環境審議会の意見を聴かな

ければならない。 

４ 村長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（環境基準） 

第９条 村長は、環境審議会の意見を聴き、水質等の環境基準（以下「環境基準」という。）

を定めなければならない。 

（環境基準の遵守） 

第 10 条 水質汚濁等の原因となるものを発生させ、又は排出する者は、環境基準を遵守しなけ

ればならない。 

（環境教育の推進等） 

第 11 条 村は、村民及び事業者が環境の保全についての理解を深め、活動を行う意欲が増進さ

れるよう、環境教育の推進に努めなければならない。 

２ 何人も、あらゆる機会を通じて、環境の保全に関する正しい知識の習得に努めなければな

らない。 

（廃棄物の焼却の禁止） 

第 12 条 何人も、廃棄物を焼却しないよう、適切な処理に努めなければならない。ただし、次

に定めるものは例外とする。 

(１) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 

(２) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な

廃棄物の焼却 

(３) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 

(４) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 

(５) たき火その他日常生活を営むために通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの

（不法投棄等の禁止） 

第 13 条 何人も、公共の場所、道路、山林、河川及び空き地等にみだりに空き缶やタバコの吸

いがら等を捨て、又は廃棄物を不法に投棄しないよう、適切な処理に努めなければならない。 

（水質の汚濁防止） 

第 14 条 何人も、河川の水質浄化及び地下水保全のため、適切な排水処理に努めなければなら

ない。 

（土壌等の汚染防止） 

第 15条 何人も、土壌汚染及び水質汚濁を防止するため、汚染原因となる物質を埋め立てたり、

投棄等しないよう努めなければならない。 

（大気の汚染防止） 

第 16 条 何人も、大気汚染防止のため、汚染原因となる物質を含むものを使用しないよう心が

けるとともに、大気中に放出しないよう、適切な処理に努めなければならない。 

（騒音、振動、悪臭及び地盤沈下等の発生防止） 
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第 17 条 何人も、良好な生活環境を保全するため、近隣の生活環境を害するような騒音、振動、

悪臭及び地盤沈下等を発生させないよう努めなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動により近隣の生活環境を害するような騒音、振動、悪臭及び地盤

沈下等を発生させるおそれのあるときは、施設の位置、構造及び作業の方法等について、必

要な措置を講じなければならない。 

（自然の保護） 

第 18 条 何人も、動植物の生態系を保護し、自然の持つ浄化循環作用を阻害しないよう配慮し

なければならない。 

（森林の保全と緑化） 

第 19 条 何人も、水資源を保護し、かつ、大気の浄化作用を高めるため、森林の保全と緑化に

努めなければならない。 

（特定事業の届出等） 

第 20 条 公害を防止し、良好な環境を保全するため、知事に届出の義務を有する事業を除き、

規則で定める事業（以下「特定事業」という。）を行おうとする者は、あらかじめ次の各号

に掲げる事項を記載した書類により、村長に届け出て環境保全施設について確認を受けた後

でなければ、当該施設について工事に着手してはならない。 

(１) 事業所の名称、所在地及び代表者の氏名 

(２) 事業の種類及び規模 

(３) 環境保全施設の構造及び処理の方法 

(４) その他村長が必要と認める事項 

２ 前項の規定により届け出た事業を変更しようとする場合においては、同項の規定を準用す

る。 

３ 村長は、前２項の届出を受理したときは、速やかに確認を行うものとする。 

（事業開始の制限） 

第 21 条 前条の規定による確認を受けた者が、工事を完了したときは、村長に届け出て検査を

受け、使用の承認を受けた後でなければ事業を開始してはならない。 

（事業計画の提出等） 

第 22 条 村長は、知事に届出の義務を有する事業であっても、当該地域に重大な影響を及ぼす

おそれがあると認めるときは、事業者に、あらかじめ当該事業に係る計画書等の提出及び事

前説明並びに協議を求めるものとする。 

（事業調査及び指導） 

第 23 条 村長は、第 20条による届出又は前条の規定による計画書等の提出を受けたときは、

速やかに計画等について調査し、当該事業における公害の未然防止について、必要かつ適切

な指導を行うものとする。 

２ 村長は、前項の規定による指導を行うに当たって、必要があると認めるときは、環境審議

会の意見を聴くことができる。 

（勧告） 
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第 24 条 村長は、この条例に定める環境基準に適合しないもの及び公害の発生するおそれのあ

るものについては、その者に対し期限を定めて施設の改善又は防止設備の設置若しくは処理

方法の改善等、公害の防止について必要な措置を行うよう勧告することができる。 

２ 前項の勧告を受けた者が、当該勧告に係る必要な措置を行ったときは、速やかに村長に届

け出て検査を受けなければならない。 

（命令） 

第 25 条 村長は、前条の規定により勧告を受けた者が、定められた期限内に当該勧告に基づく

措置を行わないときは、期限を定めて当該措置を行うべきことを命令することができる。 

２ 前項の命令を受けた者が、当該命令に基づく措置を行ったときは、速やかに村長に届け出

て検査を受けなければならない。 

３ 村長は、第１項の規定により措置を命令しようとするときは、環境審議会の意見を聴かな

ければならない。 

（苦情及び紛争の処理） 

第 26 条 村長は、環境に関する苦情のある者又は紛争の当事者から和解等のあっせんの申出が

あったときは、速やかに実情を調査し、適切な解決に努めなければならない。 

２ 村長は、前項の規定により苦情又は紛争を処理するに当たって必要があると認めるときは、

環境審議会の意見を聴くことができる。 

 

第３章 環境保全協定等 

 

（環境保全協定の締結） 

第 27 条 第 20条の規定による特定事業者又は公害の発生するおそれのある工場、施設若しく

は事業所を設置している者若しくは設置しようとする者のうち、村長が必要と認め、環境の

保全に関する協定の締結を要請したときは、誠意をもってこれに応じなければならない。 

（環境保全協定の履行の確保） 

第 28 条 村長は、前条の規定により締結した環境の保全に関する協定に違反する行為をしよう

とし、又はしたと認められる者に対して、当該協定の履行の確保について必要な措置をとら

なければならない。 

 

第４章 環境審議会 

 

（設置） 

第 29 条 環境基本法（平成５年法律第 91号）第 44条の規定に基づき、環境の保全に関する必

要な事項を調査、審議するため環境審議会（以下この章において「審議会」という。）を設

置する。 

（任務） 

第 30 条 審議会は、この条例において審議会の意見を聴くこととされているもののほか、環境

の保全に関する事項について村長の諮問に応じて調査、審議するものとする。 

（組織） 
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第 31 条 審議会は、委員 10人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) その他村長が必要と認める者 

（任期） 

第 32 条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 33 条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員が互選する。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第 34 条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

 

第５章 雑則 

 

（報告の聴取及び立入調査） 

第 35 条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対して環境の保全に関す

る措置の状況その他必要な報告を求め、又は職員及び監視員をして、施設その他の物件等を

立入調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員及び監視員は、村長が別に定める「その身分を示す

証明書」を携行し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

（環境の保全のための監視体制の整備） 

第 36 条 村長は、第 12条から第 19条までの環境の保全のための日常活動等による、村内の自

然環境及び生活環境の状況を把握するため、必要な監視体制を整備しなければならない。 

（監視員） 

第 37 条 村長は、生活環境の保全のため監視員を置く。 

２ 監視員は 10人以内とし、村長が任命する。 

（監視員の任期） 

第 38 条 監視員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

（他の条例との関係） 

第 39 条 この条例の規定は、村が当該地域の自然的、社会的条件に応じて環境の保全に関し、

この条例で定める事項以外の事項について、他の条例で必要な規制を定めることを妨げるも

のではない。 

（処理費の請求） 
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第 40 条 勧告及び命令に至らない場合で、不法に投棄された廃棄物を村が処理した場合は、不

法投棄等をした者に対して、その処理費の実費を請求できるものとする。 

（委任） 

第 41 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。 

 

第６章 罰則 

 

（罰則） 

第 42 条 第 25条第１項の規定による命令に違反したものは、その旨の公表及び 10万円以下の

罰金に処する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、その旨の公表及び５万円以下の罰金に処する。 

(１) 第 20条第１項及び第２項の規定による確認を受けないで工事に着手した者又は虚偽の

届出により確認を得て工事に着手した者 

(２) 第 21条の規定による使用の承認を受けないで事業を開始した者又は虚偽の届出により

使用の承認を得て事業を開始した者 

(３) 第 24条第２項又は第 25条第２項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出

をした者 

(４) 第 24条第２項又は第 25条第２項による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

(５) 第 35条第１項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

(６) 第 35条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

（両罰規定） 

第 43 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人

に対して前条の公表及び罰金刑を科する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 17年 10月 11日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の坂井村環境保全条例（平成 12年坂井村条例第

35号。以下「合併前の条例」という。）の規定によりなされた手続その他の行為は、この条

例の相当規定によりなされたものとする。 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によ

る。 

４ この条例の施行に際し、現に条例第 20条第１項に定める事業を行っている者は、同条の規

定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して 60日以内に別に定めるところにより、村

長に届け出なければならない。 

附 則（平成 21年６月 19日条例第 10号） 

この条例は、公布の日から施行する。  
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○筑北村環境保全条例施行規則 

平成 17年 10月 11日規則第 68号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、筑北村環境保全条例（平成 17年筑北村条例第 75号。以下「条例」とい

う。）第 43条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（環境基本計画の策定） 

第２条 条例第８条に規定する環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 循環型生活環境の確保 

(２) 自然と人間との共生の確保 

(３) 村民の環境保全行動への参加 

(４) 水、大気及び土壌等の汚染防止対策 

(５) 環境保全のための教育、学習、広報等 

(６) その他環境保全に関する施策 

２ 環境基本計画は、おおむね５年を目途に策定し、必要により見直しを行うものとする。 

（環境基準） 

第３条 条例第９条に規定する環境基準は、国及び県の環境基準を準用する。 

（届出を要する事業） 

第４条 条例第 20条第１項の規定により届出の義務を有する事業は、別表に掲げるとおりとす

る。 

（事業の届出） 

第５条 条例第 20条第１項の規定による事業の届出は、特定事業届出書（様式第１号）により

行うものとする。 

（変更の届出） 

第６条 条例第 20条第２項の規定による届出事項を変更する場合は、届出事項変更届出書（様

式第２号）により行うものとする。 

（環境保全施設の確認） 

第７条 条例第 20条第３項の規定による環境保全施設についての確認は、環境保全施設確認書

（様式第３号）により行うものとする。 

（工事完了の届出） 

第８条 条例第 21条の規定による工事完了の届出は、環境保全施設工事完了届（様式第４号）

により行うものとする。 

（使用の承認） 

第９条 条例第 21条の規定による環境保全施設の使用承認は、環境保全施設使用承認通知書（様

式第５号）により行うものとする。 

（勧告及び命令等） 

第 10 条 条例第 24条第１項の規定による勧告は、環境保全措置勧告書（様式第６号）により

行うものとする。 

javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'160')
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'160')
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'1')
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'44')
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'53')
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'83')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_56
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'83')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_59
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'88')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_62
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_62
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'89')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_65
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'90')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_68
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'90')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_71
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_71
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'98')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_74
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２ 条例第 25条第１項の規定による命令は、環境保全措置命令書（様式第７号）により行うも

のとする。 

３ 勧告又は命令を受けた者が、条例第 24条第２項及び条例第 25条第２項の規定による改善

措置を講じたときの届出は、環境保全施設措置完了届（様式第８号）により行うものとする。 

（立入調査の身分証明書） 

第 11 条 条例第 35条第２項の規定による職員の身分を示す証明書は、様式第９号のとおりと

する。 

（監視員の身分証明書） 

第 12 条 条例第 35条第２項及び第 37条の規定による監視員の身分を示す証明書は、様式第 10

号のとおりとする。 

（監視員の任務） 

第 13 条 条例第 37条に規定する監視員の任務は、次のとおりとする。 

(１) 公害発生源の監視及び防止又は除去の指導 

(２) 汚染源の調査及び監察 

(３) 河川等の汚染防止のパトロール 

(４) 山林等に接する道路等、付近一帯の不法投棄防止のパトロール 

(５) 調査事項等の連絡及び通報 

２ 監視員は、前項の規定の任務を毎月実施し、環境保全監視員報告書（様式第 11号）を作成

して村長に提出するものとする。 

（補則） 

第 14 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 17年 10月 11日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の坂井村環境保全条例施行規則（平成 13年坂井

村規則第６号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなさ

れたものとする。 

 

別表（第４条関係） 

業種 備考 

製材、木製品製造業 一般製材、木毛、造作材、木箱等の製造業 

生鮮魚介販売業  

燃料小売業 灯油、軽油、重油類小売業 

公衆浴場業  

車両整備業 屋内作業面積が 300㎡未満の施設に限る。 

廃棄物処理業 廃品の収集、運搬を含む。 

javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'101')
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javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'102')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_80
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'135')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_83
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'135')
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'139')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_86
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_86
javascript:OpenResDataWinlnkJyo('417901010075000000MH','417901010075000000MH',%20'139')
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/reiki/417902100068000000MH/417902100068000000MH/417902100068000000MH_j.html#JUMP_SEQ_89
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旅館、飲食業 旅館、食堂、割烹料理店 

写真現像業 自動式フィルム現像施設を有しないものに限る。 

畜産業 次の家畜について、それぞれの頭羽数の飼養又は収容施設を有す

るもの 

成牛 10頭以上 種豚 20頭以上 

成豚 50頭以上 畜犬 20頭以上 

成鶏（ブロイラーを含む。） 1,000羽以上 

プレス加工業  

開発事業 (1) 保健休養地開発事業 

    農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号） 

に基づいて指定された農用地集落及び集落に隣接するその他 

の農用地を除く地域で、別荘・宿泊施設・商品販売施設・学校・ 

会社・運動施設・観光用の諸施設の建設、増改築 

同地域に係る宅地造成その他土地の形質変更すべて 

(2) さく井事業 

深さ 15ｍ以上のもの 

(3) 宅地造成事業 

商工業施設等の用地造成（面積 1,000㎡以上）及び分譲を目 

的とした宅地造成すべて 

  

（様式）（略） 
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２ 筑北村環境基本計画策定の経過等 

 (1) 経過 

   平成 23年８月 11日 環境審議会 ・環境基本計画の策定について 

・アンケート調査について 

   平成 23年８月～９月（12月）アンケート調査実施 

平成 23年９月 13日 環境審議会 ・千曲市視察 

平成 24年１月 26日 環境審議会 ・アンケート調査結果について 

                ・筑北村の概況と環境に関する現況について 

                ・環境基本計画（素案・たたき台）について 

平成 24年２月 10日 環境審議会 ・環境基本計画（案）について 

平成 24年３月５日  環境審議会 ・環境基本計画（案）について 

   平成 24年３月 19日 環境審議会 ・環境基本計画（案）について 

   平成 29年３月 22日 環境審議会 ・環境基本計画中間見直し（案）について 

 

 

 (2) 筑北村環境審議会名簿     

          （任期 平成 29年１月１日～平成 30年 12月 31日） 

 氏名 団体名 備考 

前
まえ

 山
やま

 武
たけ

 雄
お

 筑北村商工会 会 長 

宮
みや

 入
いり

 政
まさ

 子
こ

 筑北村農業委員会 副会長 

滝
たき

 澤
ざわ

 悦
えつ

 雄
お

 ＪＡ松本ハイランド  

萬
よろず

 井
い

 路
みち

 花
か

 筑北村教育委員会  

宮入
みやいり

 いま子
こ

 筑北村食生活改善協議会  

飯
いい

 森
もり

 増
ます

 雄
お

 猟友会本城支部  

市
いち

 川
かわ

 博
ひろ

 登
と

 その他村長が必要と認める者  
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３ 文化財指定状況（国、県、村）（天然記念物を除く。） 

表 文化財指定状況 （筑北村資料） （平成 28年度現在） 

 名称 指定区分・種別 内容 時代区分＊ 所在地 

国

指

定 

金銅十一面観音釈

迦聖観音像御正体 

国‐指定‐重要

文化財 

金工品 鎌倉時代 坂北別所 

木造大日如来坐像 国‐指定‐重要

文化財 

彫刻 鎌倉時代 坂北(大日堂) 

県

指

定 

青柳氏城館跡 県‐指定‐史跡 城跡 戦国時代 坂北青柳 

安坂将軍塚第１号

古墳出土品 

県‐指定‐県宝 考古資料 古墳時代 坂井(筑北村歴

史民俗資料館) 

刈谷沢神明宮作始

め神事 

県‐指定‐無形

民俗文化財 

芸能（無形民俗） なし 坂北刈谷沢 

木造阿弥陀如来坐

像 

県‐指定‐県宝 彫刻 鎌倉時代 坂北中村(碩水

寺) 

木造男神立像 ３

躯 

県‐指定‐県宝 彫刻 鎌倉時代 

 

坂北（岩殿寺） 

村

指

定 

青柳古文書 村‐指定‐有形

文化財 

書跡・典籍・古

文書 

安 土 桃 山

時代 

坂北青柳 

青柳里坊稲荷神社

狐の嫁入り 

村‐指定‐無形 

民俗文化財 

芸能（無形民俗） なし 坂北青柳 

青柳里坊稲荷山車

入曳行行事 

村‐指定‐無形 

民俗文化財 

芸能（無形民俗） なし 坂北青柳 

青柳城主頼長清長

墓・宝筐印塔 

村‐指定‐史跡 墳墓 江戸時代 坂北中村(碩水

寺) 

青柳（清長寺）学校

屋根瓦 

村‐指定‐有形 

文化財 

歴史資料 不明 

 

坂北青柳(清長

寺) 

青柳町通り石組水

路 

村‐指定‐史跡 生活関連施設 不明 坂北青柳 

青柳頼長宛行状 村‐指定‐有形

文化財 

書跡・典籍・古

文書 

安 土 桃 山

時代 

坂北刈谷沢 

赤松観音堂虚空蔵

菩薩坐像 

村‐指定‐有形

文化財 

石造文化財 江戸時代 坂北仁熊(赤松

集会所) 

味酒部神社棟札 村‐指定‐有形

文化財 

歴史資料 室町時代 坂井権現原(味

酒部神社) 

安坂城跡 村‐指定‐史跡 城跡 江戸時代 坂井下安坂 

安坂神社薙鎌 村‐指定‐有形

文化財 

歴史資料 昭和時代 坂井楡窪(安坂

神社) 



54 

 

安坂積石塚１号 村‐指定‐史跡 古墳 古墳時代 坂井安坂中村 

安坂積石塚２号 村‐指定‐史跡 古墳 古墳時代 坂井安坂中村 

安坂中村古墳 村‐指定‐史跡 古墳 飛鳥時代 坂井安坂中村 

四阿屋山御嶽石造

神像・不動明王 

村‐指定‐有形 

文化財 

石造文化財 不明 坂北四阿屋山 

阿弥陀如来立像 村‐指定‐有形

文化財 

金工品 鎌倉時代 本城八木(八木

公民館) 

安養寺五輪塔 村‐指定‐有形 

文化財 

石造文化財 鎌倉・室町

時代 

坂井松場(冠着

山安養寺) 

石地蔵 村‐指定‐有形

文化財 

石造文化財 江戸時代 本城田屋(関昌

寺) 

岩井堂堂宇 村‐指定‐有形 

文化財 

寺院建築 江戸時代 坂井古司(笹命

山岩井堂) 

岩井堂梵鐘 村‐指定‐有形 

文化財 

金工品 江戸時代 坂井古司(笹命

山岩井堂) 

岩殿山石造五輪塔 村‐指定‐有形 

文化財 

石造文化財 鎌倉・室町

時代 

坂北岩殿山 

絵馬 村‐指定‐有形

文化財 

絵画 室町時代 本城竹之下(白

山神社) 

大側堂阿弥陀如来

像 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北別所(大側

集会場) 

大野田阿弥陀堂梵

鐘 

村‐指定‐有形 

文化財 

金工品 不明 坂井大野田 

大吉原神社薙鎌 村‐指定‐有形

文化財 

歴史資料 明治時代 坂井松場(大吉

原神社) 

大吉原神社拝殿 村‐指定‐有形

文化財 

神社建築 江戸時代 坂井松場(大吉

原神社) 

鐘 村‐指定‐有形

文化財 

金工品 江戸時代 本城岩戸(花顔

寺) 

冠着山安養寺 村‐指定‐史跡 社寺の跡 南 北 朝 時

代 

坂井松場(冠着

山安養寺) 

唐鳥屋城跡 村‐指定‐史跡 城跡 南 北 朝 時

代 

本城乱橋 

刈谷沢獅子神楽 村‐指定‐無形 

民俗文化財 

芸能（無形民俗） なし 坂北刈谷沢 

刈谷沢神明宮絵馬 村‐指定‐有形

文化財 

絵画 江戸時代 坂北刈谷沢(刈

谷沢神明宮) 

刈谷沢神明宮左大 村‐指定‐有形 彫刻 江戸時代 坂北刈谷沢(刈
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臣右大臣 文化財 谷沢神明宮) 

刈谷沢神明宮宝物 村‐指定‐有形

文化財 

美術工芸品その

他 

室町時代 坂北刈谷沢(刈

谷沢神明宮) 

刈谷沢神明宮本殿

及び総門 

村‐指定‐有形

文化財 

神社建築 室町時代 坂北刈谷沢(刈

谷沢神明宮) 

観音寺富蔵山殿額 村‐指定‐有形

文化財 

美術工芸品その

他 

不明 本城西条(観音

寺) 

観音寺馬頭観音菩

薩 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 明治時代 本城西条(観音

寺) 

観音寺本堂大絵馬 村‐指定‐有形

文化財 

絵画 明治時代 本城西条(観音

寺) 

岩殿寺馬頭観音 村‐指定‐有形

文化財 

石造文化財 江戸時代 坂北別所(岩殿

寺) 

旧草湯十王堂十王

像 

村―指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂井（中安坂公

民館） 

旧草湯十王堂天井

絵 

村‐指定‐有形

文化財 

絵画 明治時代 坂井（中安坂公

民館） 

旧真田毘沙門堂厨

子 

村‐指定‐有形

文化財 

寺院建築 江戸時代 坂井（真田公民

館） 

旧満光寺礎石 村‐指定‐有形 

文化財 

考古資料 不明 坂井松場(冠着

山安養寺) 

切り通し 村‐指定‐史跡 交通・通信施設 戦国時代 坂北青柳 

国経営二柱神社本

殿 

村‐指定‐有形

文化財 

神社建築 江戸時代 坂井山間(国経

営二柱神社) 

坂北別所郷倉 村‐指定‐有形

文化財 

民家建築 江戸時代 坂北別所 

笹命山岩井堂 村‐指定‐史跡 社寺の跡 江戸時代 坂井古司 

算額 村‐指定‐有形

文化財 

歴史資料 江戸時代 坂北中村(碩水

寺) 

信濃十五番札所岩

殿寺神願門 

村‐指定‐有形

文化財 

寺院建築 室町時代 坂北別所(岩殿

寺) 

修那羅山安宮神社

石神仏・木神仏 

村‐指定‐史跡 その他祭祀信仰

に関する遺跡 

江戸時代 坂井舟窪(修那

羅山安宮神社) 

菖蒲田地蔵堂地蔵

菩薩像 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北仁熊(菖蒲

田集会場) 

縄文壺 村‐指定‐有形

文化財 

考古資料 縄文時代 坂北中村(筑北

村考古資料館) 

聖観音立像 村‐指定‐有形 彫刻 鎌倉時代 本城乱橋(観音
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文化財 堂) 

清長寺木造虚空蔵

菩薩坐像 

村‐指定‐有形 

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北青柳(清長

寺) 

碩水寺山門 村‐指定‐有形 

文化財 

寺院建築 江戸時代 坂北中村(碩水

寺) 

碩水寺本堂及び庫

裡 

村‐指定‐有形

文化財 

寺院建築 江戸時代 坂北中村(碩水

寺) 

碩水寺木造釈迦出

山立像 

村‐指定‐有形 

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北中村  (碩

水寺) 

碩水寺木造釈迦如

来坐像 

村‐指定‐有形 

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北中村(碩水

寺) 

碩水寺木造普賢菩

薩騎象像 

村‐指定‐有形 

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北中村(碩水

寺) 

碩水寺木造文殊菩

薩騎獅子像 

村‐指定‐有形 

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北中村(碩水

寺) 

竹場城跡 村‐指定‐史跡 城跡 戦国時代 坂北竹場 

立峠石畳 村‐指定‐史跡 交通・通信施設 江戸時代 本城乱橋 

丹花堂木造聖観音

立像 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北青柳(丹花

堂) 

太々御神楽獅子舞 村‐指定‐無形 

民俗文化財 

芸能（無形民俗） なし 

 

坂井大野田 

大日堂及び仁王門 村‐指定‐有形

文化財 

寺院建築 江戸時代 坂北仁熊(大日

堂) 

大日堂仁王像 村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北仁熊(大日

堂) 

長者原遺跡出土品 村‐指定‐有形

文化財 

考古資料 平安時代 坂北刈谷沢 

直刀と轡 村‐指定‐有形

文化財 

考古資料 白鳳時代 本城竹之下(白

山神社) 

撞鐘 村‐指定‐有形

文化財 

金工品 江戸時代 本城大沢新田 

唐花双鳳鏡 村‐指定‐有形

文化財 

金工品 南 北 朝 時

代 

本城乱橋 

西条一里塚 村‐指定‐史跡 交通・通信施設 江戸時代 本城中ノ峠 

西条城跡 村‐指定‐史跡 城跡 室町時代 本城小仁熊 

仁熊城跡 村‐指定‐史跡 城跡 戦国時代 坂北仁熊 

白山社・大洞権現本

殿 

村‐指定‐有形

文化財 

神社建築 江戸時代 本城竹之下(白

山神社) 
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原 神楽 村‐指定‐無形 

民俗文化財 

芸能（無形民俗） なし 坂北仁熊 

原観音堂木造聖観

音立像 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北仁熊(原集

会場) 

半鐘 村‐指定‐有形

文化財 

金工品 江戸時代 本城田屋(関昌

寺) 

東条城跡 村‐指定‐史跡 城跡 鎌倉時代 本城田屋 

日向堂阿弥陀如来

坐像 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北仁熊(日向

集会場) 

武士塚古墳 村‐指定‐史跡 古墳 古墳時代 坂北刈谷沢 

武士塚古墳出土品 村―指定‐有形

文化財 

考古資料 古墳時代 坂北中村（筑北

村考古資料館） 

別所学校跡半鐘 村‐指定‐有形

文化財 

金工品 江戸時代 坂北中村(筑北

村考古資料館) 

細田堂薬師如来像 村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北仁熊(細田

薬師集会場) 

町十王堂十王像 村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂北仁熊 

末地阿弥陀堂阿弥

陀三尊 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 不明 坂北中村（筑北

村考古資料館） 

木喰仏 村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 本城八木(八木

虚空蔵堂) 

木食仏 村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 本城西条(筑北

村収蔵庫) 

木造阿弥陀如来坐

像・須弥壇 

村‐指定‐有形 

文化財 

彫刻 江戸時代 坂井松場(冠着

山安養寺) 

木造虚空蔵菩薩坐

像 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂井楡窪(宝珠

山法安寺) 

木造左大臣倚像・右

大臣倚像 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂井権現原(味

酒部神社) 

木造三尊仏・須弥壇 村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂井（杉崎公民

館） 

木造釈迦如来坐像

（本尊） 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂井楡窪(宝珠

山法安寺) 

木造聖観音立像・厨

子 

村‐指定‐有形

文化財 

彫刻 江戸時代 坂井（堂山観音

堂） 

木造馬頭観音立像 村‐指定‐有形 

文化財 

彫刻 江戸時代 坂井古司(笹命

山岩井堂) 
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安宮神社石神仏像

群 

村‐指定‐有形 

文化財 

石造文化財  坂井(修那羅山

安宮神社) 

安宮神社木神仏像

群 

村‐指定‐有形 

文化財 

彫刻  坂井(修那羅山

安宮神社) 

山秋古墳 村‐指定‐史跡 古墳 飛鳥時代 坂井山秋 

山崎古墳ぶす塚 村‐指定‐史跡 古墳 飛鳥時代 坂井山崎 

隆明霊神修行地 村‐指定‐史跡 その他祭祀信仰

に関する遺跡 

江戸時代 本城西条 

      注）＊：その文化財の年代が○○時代～△△時代の場合は、古い○○時代で示す。 
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４ 用語解説 

頭文字 用 語 解 説 

ア ＩＳＯ14001 国際標準化機構ＩＳＯ（国際貿易の発展のために世界共通の規格・基

準を設定する国際的な非政府組織）が発行する環境マネジメントシス

テムに関する規格 

アイドリング・ス

トップ 

信号待ち、荷物の上げ下ろし、短時間の買物などの駐停車の時に、自

動車のエンジンを停止させること。 

イ 維管束植物 維管束と呼ばれる通道組織を有する植物の総称。具体的には、シダ植

物及び種子植物（裸子植物、被子植物）をいい、菌類、藻類、コケ類

などと区別される。維管束とは、水分や根から吸い上げた無機養分の

通路となる「木部」と、葉で光合成した有機養分の通路となる「ふる

い部」とを合わせた組織 

一般廃棄物 家庭から出るごみなど、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。一般廃棄物

の処理は、市町村が処理計画を定めて実施する。 

エ エコアクション 

２１ 

環境省が策定した、中小企業等でも取り組みやすい環境マネジメント

システムで、二酸化炭素排出量などの把握や必要な環境への取組、環

境活動レポートの作成・公表など、事業者が取り組むべき事項を規定

している。 

エコカー 大気汚染物質や二酸化炭素の排出が少なく、環境への負荷が小さい自

動車の通称 

エコドライブ 省エネルギー、二酸化炭素や大気汚染物質の排出削減のための運転技

術のこと。主な内容は、アイドリング・ストップの推進、経済速度の

遵守、急発進・急加速・急ブレーキを控えること、適正なタイヤ空気

圧の点検などがあげられる。 

エコツーリズム 観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内又は助

言を受け、保護に配慮しながらその自然観光資源と触れ合い、これに

関する知識や理解を深めるための活動をいう。 

オ オゾン層の破壊 地球上のオゾン（O3）の大部分は成層圏に存在し、オゾン層と呼ばれ

ている。オゾン層は太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を吸収し

地球上の生物を守っている。このオゾン層が近年、フロンなどの人工

化学物質によって破壊されていることが明らかになってきた。 

フロンは冷蔵庫、エアコンの冷媒、電子部品製造時の洗浄剤、スプレ

ーの噴射剤などに使用されてきたが、使用後大気中に放出されると、

対流圏では分解されず、成層圏に到達する。ここで太陽光により分解

されるが、その際に生ずる塩素原子がオゾンを破壊する。フロンと同

様にオゾンを破壊するものに消火剤用ハロン、洗浄用トリクロロエタ

ン、それに四塩化炭素などがある。 
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オゾンホール 成層圏オゾンの破壊が進み、毎年春先に南極上空で濃度が急速に減

り、周辺に比べて穴があいたように低濃度部位が観測されることから

名づけられた現象 

温室効果ガス 大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは太陽からの熱を地球に封

じ込め、地表を暖める働きがあり、これらのガスをいう。 

カ 外来生物 国外や国内の他地域からある地域に人為的（意図的又は非意図的）に

導入されることにより、本来の自然分布域を越えて生息又は生育する

こととなる生物種。なお、外来生物法（特定外来生物による生態系等

に係る被害の防止に関する法律）で規定する「外来生物」は、海外か

らわが国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外

に存することとなる生物を指し、そのうち、生態系などに被害を及ぼ

し、又は及ぼすおそれがあるものを「特定外来生物」として指定して

いる。また、外来生物法の規制対象ではないが、生態系に悪影響を及

ぼしうることから、利用に関わる個人や事業者等に対し、適切な取扱

いについて理解と協力を求められているものを「要注意外来生物」と

いう。 

化石燃料 石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されている再生産のできない有

限性の燃料資源 

環境マネジメント

システム 

環境に影響を与える（可能性のある）活動について継続的に活動を管

理し、改善を図る仕組 

合併処理浄化槽 生活雑排水とし尿を合わせて処理する浄化槽をいう。し尿だけを処理

する単独処理浄化槽との対比で使われる。 

キ 京都議定書 1997年（平成９年）12月、地球温暖化防止京都会議（気候変動に関

する国際連合枠組条約第３回締約国会議）において採択され、2000年

（平成 12年）以降の先進各国における温室効果ガス削減目標や国際

制度について定めている。日本は 2005年（平成 17年）２月に発効し、

2008（平成 20）～2012（平成 24）年の間に、温室効果ガスを 1990年

（平成２年）レベルで６％削減することを目指している。 

郷土環境保全地域 長野県自然環境保全条例により、郷土的又は歴史的な特色のある自然

環境を形成している地域を保全するため指定している地域 

ク クラインガルテン 遊休農地等を利用して、都市住民などに野菜や花づくりの場を提供す

る簡易宿泊施設のある滞在型市民農園 

グリーン購入 商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけで

なく、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先的に購入すること

をいう。 

グリーン調達 企業などが物品を購入する際、従来は価格、品質、納期などが基準に

なるが、環境に配慮した製品を優先的に購入することをいう。グリー

ン購入と同義に使われることもあるが、主として民間企業の調達基準
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の中に加味されて使われることが多い。 

グリーン・ツーリ

ズム 

都市住民などが、緑豊かな農山村地域においてその自然や文化、人々

との交流を楽しむ滞在型や訪問型の余暇活動 

ケ 景観作物 農業生産を目的とするだけでなく、地域の景観向上に寄与する作物 

コ 公害 環境基本法の定義では、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相

当範囲にわたる水質汚濁・大気汚染・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈

下・悪臭（以上を典型７公害という。）によって人の健康又は生活環

境に係る被害を生ずることをいう。 

光化学オキシダン

ト 

工場や自動車などから排出される大気中の窒素酸化物や炭化水素類

が、太陽の紫外線により光化学反応を起こし生成される酸化性物質の

総称。主成分はオゾンや PAN（パーオキシアセチルナイトレート）で

あり、人や植物に有害である。 

（森林の）公益的

機能 

森林は木材を生産するだけでなく、野生動植物に多様な生息・生育の

場を提供し、水を貯え、洪水や山崩れなどの災害を防ぎ、レクリエー

ションの場を提供するほか、安らぎ等を与える景観として、また、二

酸化炭素を吸収・固定するなど多様な機能を有しており、これらを総

称して「森林のもつ公益的機能」という。 

サ 再生可能エネルギ

ー 

エネルギー源として永続的に利用することができる再生可能エネル

ギー源を利用することにより生じるエネルギーの総称。具体的には、

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをエネルギー源

として利用することを指す。 

最終処分場 廃棄物を最終的に処分（埋立処分）する施設 

里山 農林業等の人間活動の影響を受けて成立し維持されてきた二次的植

生域（薪炭林・雑木林）で、二次林を主とし、自然林及び人工林、草

原、湿地、湖沼、河川等の二次的自然環境と、水田、畑地、水路、溜

池、農山村集落等の生活・生産域が一体になった地域等をいう。 

３Ｒ 「Reduce（リデュース＝発生抑制）」「Reuse（リユース＝再使用）」

「Recycle（リサイクル＝再生利用）」の頭文字をとった言葉。平成

12年に「循環型社会形成推進基本法」において３Ｒの考え方が導入さ

れ、廃棄物処理やリサイクルの優先順位を(1)リデュース(2)リユース

(3)リサイクル(4)熱回収（サーマルリサイクル）(5)適正処分と定め

ている。３Ｒに「リヒューズ（Refuse＝ごみになるものを買わない）」

を加えて「４Ｒ」、さらに「リペア（Repair＝修理して使う）」を加

えて「５Ｒ」という場合もある。 

産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃アル

カリ、廃プラスチック類など 20種類の廃棄物をいう。これらは、排

出者責任に基づき、事業者が自ら処理するか、知事等の許可を受けた

産業廃棄物処理業者等に処理を委託しなければならない。 
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酸性雨 工場、自動車などから排出される硫黄酸化物や窒素酸化物などが雨水

に取り込まれて生じるおおむねｐＨ5.6以下の雨をいう。 

シ ＣＯＤ 化学的酸素要求量。有機物による湖沼などの汚濁の程度を示すもの

で、数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを示してい

る。 

事業系ごみ 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの 

資源化率 資源化率とは、総資源化量を総排出量で除した数値である。 

資源生産性 投入された資源をいかに効率的に使用して経済的付加価値を生み出

しているかを測る指標 

ス 水道水源保全地区 長野県水環境保全条例に基づき、水道水源を保全するため、市町村長

の申出又は要請により県で指定した区域で、保全地区内で大規模開発

をする際には県に事前協議が必要となる。 

セ 生態系 植物、動物、微生物及びそれらをとりまく非生物的要素（土壌、水、

空気等）から成り立っており、それらの要素が物質環境やエネルギー

の流れといった複雑な過程を通じて相互に作用し、複合したもの。野

生生物及び人類の生存を支える基盤 

生物多様性 もとは一つの細胞から出発したといわれる生物が進化し、今日では

様々な姿・形、生活様式をみせている。このような生物の間にみられ

る変異性を総合的に指す概念であり、現在の生物がみせる空間的な広

がりや変化のみならず、生命の進化・絶滅といった時間軸上のダイナ

ミックな変化を包含する幅広い概念。 

生物多様性条約など一般には、 

・様々な生物の相互作用から構成される様々な生態系の存在＝生態系

の多様性 

・様々な生物種が存在する＝種の多様性 

・種は同じでも、持っている遺伝子が異なる＝遺伝的多様性 

という３つの階層で多様性を捉え、それぞれ保全が必要とされてい

る。 

タ ダイオキシン、ダ

イオキシン類 

物の燃焼等の過程で非意図的に生成される炭素、水素、（酸素）、塩

素で構成される化合物。塩素の数と配置によって 222種類があり、毒

性の強さが異なる。環境中では分解しにくく、生物に対する毒性の強

いものがある。 

多自然川づくり 河川が本来有している多様な動植物の生息、生育環境や景観などの自

然環境を保全あるいは創出し、可能な限り自然環境に近い川づくりを

行うこと。 

単独処理浄化槽 生活排水の処理において、し尿のみを処理する浄化槽。生活排水には

他に、台所排水や洗濯排水などの生活雑排水がある。 

チ 地球生態系 地球上の生物集団と周りの非生物的環境（無機的環境）のかかわりを、
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機能的な物質系としてとらえるもので、地球生態系は、陸上や海中に

棲む目に見える生き物から地中や空中に漂う微生物に至るまで、多く

の生き物の関連によって成立しており、大気、水、土壌などがその生

存の条件を形づくっている。 

テ 低炭素社会 代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の排出量が少ない社会・経済

システムを構築した社会 

ト 特定外来生物 →「外来生物」の項 

ナ 75％値 BOD、CODの水質測定結果の評価方法の一つであり、水質環境基準の適

否の判定などに利用される。全データを小さい方から並べた時に、（デ

ータ数×0.75）番目の値をいう。 

ニ 21世紀環境立国

戦略 

2008年（平成 20年）に洞爺湖サミットが開催される等、環境問題に

ついての大きな節目の年であることを踏まえ、国内外をあげて取り組

むべき環境政策の方向性を明示し、今後の世界の枠組みづくりへ日本

として貢献するための指針として、2007年（平成 19年）６月に閣議

決定された。 

ハ バイオマス 生物資源（Bio）の量（Mass）を表す概念で、一般的には再生可能な

生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものをいう。 

ヒ ＢＯＤ 生物化学的酸素要求量。有機物による河川水などの汚濁の程度を示す

もので、数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを示し

ている。 

ＰＲＴＲ 環境汚染物質排出・移動登録。事業者が、対象となる有害化学物質の

種類ごとに工場・事業所から環境中への排出量や廃棄物に含まれて場

外へ移動する量等を自ら把握し、その結果を報告することを義務付

け、行政機関はこれらの報告結果を集計して公表する制度 

ＰＤＣＡサイクル Plan（計画）、Do（実行）、Check（点検）、Action（見直し）とい

う手順を繰り返し、サイクルを重ねるごとに、より高い目的や目標を

達成していくシステム 

微小粒子状物質 大気中に浮遊している粒子状物質のうち粒径が 2.5μm以下の粒子。

浮遊粒子状物質のうち特に粒径が小さいために肺の奥深くまで入り

やすいことから、その健康影響が懸念されている。 

フ 複層林 樹齢、樹高の異なる樹木により構成される森林 

浮遊粒子状物質 大気中に浮遊している粒子状物質のうち、特に人の健康に影響を与え

る可能性の大きい粒径 10μm(0.01mm)以下のものをいう。 

フロン フッ素を含むハロゲン化炭化水素の総称。→「オゾン層の破壊」参照 

ホ 保安林 水源のかん養、土砂の流出その他の災害や干害の防備、レクリエーシ

ョンの場の提供など特定の公共目的を達成するため、森林法に基づい

て一定の制限（立木林の伐採、土地の形質の変更などの制限、植林の

義務）が課せられている特定の森林。その指定の目的により 17種類
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ある。 

ヨ 要注意外来生物 →「外来生物」の項 

リ リサイクル率 ごみ排出量に占めるリサイクル量の割合（％）と定義されている。 

レ レッドデータブッ

ク 

国際自然保護連合が、1966年（昭和 41年）、野生生物を絶滅の危険

性の程度によってランク分けして発行した刊行物。表紙に危険信号を

意味する赤色を使用したのが名称の由来。国においては平成３年に作

成し、平成 12年からは、その改訂版が植物や動物の大きなグループ

ごとに順次発行されている。長野県においては平成 14年３月に維管

束植物編を、平成 16年３月に動物編を、平成 17年３月に非維管束植

物編・植物群落編を作成した。 

レッドリスト 絶滅のおそれのある野生生物種のリスト。野生生物について、生物学

的観点から個々の種の絶滅の危険度を評価し、絶滅のおそれのある種

を選定してリストにまとめたもの 
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筑北村ホームページ http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/ 

  お問合せ：筑北村役場住民福祉課 

〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条 4195 

TEL: 0263-66-2111  FAX: 0263-66-3370 

E-mail:jyufuk@vill.chikuhoku.lg.jp 

http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/
TEL:0263-66-2111

