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□現状と課題

　　私たちが心身ともに健やかな状態で、生活の満足度を高めていくためには、自然環境が良好な状

態に保たれ、安全・安心な生活環境の保全が図られるだけでなく、景観や伝統文化などの歴史的・

文化的資源とのふれあいが不可欠です。

　　本県には、豊かな自然と風土に育まれてきた四季の変化に富んだ農山漁村の風景や古い町並みだ

けでなく、地域独自の伝統芸能や祭り、民俗文化財、天然記念物など数多くの歴史的・文化的資源

があります。

　　先人のたゆまぬ努力によって育まれてきた歴史的・文化的資源は、私たちにうるおいとやすらぎ

をもたらし、心の豊かさを醸し出すものであり、地域の歴史や生活文化を後世に伝えるだけでな

く、生活の快適さを高める環境として保全するとともに、これらの資源が持つ価値を積極的に創造

していくことが課題となっています。

１　身近にふれあえる緑や水辺の保全と創造

２　良好な景観の保全と創造

３　歴史的・文化的遺産の保護と活用

【 求められる施策 】

政策２ 県民にやすらぎを与える快適な環境の保全と創造
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政策２施策１

□現状と課題

　　都市公園や寺社林、田園、果樹園などの多くは、私たちの生活の場の近くにあり、地域住民の散

策や憩いの場としてだけでなく、野鳥や昆虫などの生息の場、渡り鳥の休息地となったり、さらに

それら小動物と人々とがふれあう場ともなっています。

　　また、河川や海岸、港湾、水路、ため池などの身近にある美しい水辺空間は、様々な水生生物の

生息・生育の場となると同時に、私たちにやすらぎを与える場となっています。

　　しかし、都市部においては市街化が進み、樹林地として残されてきた場所も徐々に開発が行わ

れ、市街地内の緑が減少しつつあります。

　　河川や海岸、港湾などについては、以前は人工的な護岸工事が行われるなど、自然の水辺空間が

失われがちでしたが、最近は、多自然川づくりをはじめ、自然環境との調和に配慮した事業が進め

られています。

　　身近な緑や水辺は、私たちにうるおいとやすらぎをもたらし、生活の快適さを高める上で重要な

役割を果たしています。

　　このため、都市部市街地においては、残されてきた樹林地や緑地の保全・活用と都市公園・緑地

などのオープンスペースの整備が求められているほか、身近な緑づくりに対する県民の主体的な参

加が課題となっています。

　　また、河川や海岸、港湾、水路などで改修が必要となる場合には、自然環境と調和し、生態系に

配慮した事業の実施を通じて、身近にふれあえる水辺を保全・創造することが求められています。

　　このほか、農村地域は、食料生産の場であるだけでなく、緑と水が豊かで、うるおいとやすらぎ

を提供してくれる場であることから、魅力ある田園空間づくりを進め、都市部と農村部との交流を

進めていくことが求められています。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度等）

実績値

指標の説明と選定理由

1 １人当たり都市公園等面積

（㎡/人）

22年3月末 23年3月末 24年3月末 25年3月末 26年3月末

16.6 16.8 17.3 17.4 17.6

快適な生活環境の状況を示す指標として、都市計画区域内における人口１人当たりの都市公園

面積を選定。

2 農林漁業体験民宿宿泊者数（人） 22 23 24 25 26

6,155 2,407 4,023 5,404 6,060

緑豊かな農山漁村で、その自然、文化、人との交流を楽しむグリーン・ツーリズムの取組状況

を示す指標として、農林漁家民宿の宿泊者数（年度集計）を選定。

施策１ 身近にふれあえる緑や水辺の保全と創造
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□施策の概要

　　１　都市部等においても身近に緑や水にふれあえる快適な生活環境づくりを推進します。

　　２　身近な緑づくりに対する県民の主体的な参加を推進します。

□施策の展開方向

　　①　都市計画づくりにおいて公園や緑地などのオープンスペースを適切に配置・整備するなど、

緑とふれあうことができる生活環境づくりを進めます。【都市計画課】

　　②　市街地等に残る身近にふれあうことができる樹林地や草地などを必要に応じて緑地保全地域
※１として指定するなど、風致地区制度※２や特別緑地保全地区制度※３などの都市計画における

諸制度の活用により、身近な緑や風致の保全・創出を進めます。【都市計画課】

　　③　県広域緑地計画に基づき広域的な緑地の配置など総合的な緑化対策を進めるとともに、市町

村が主体となる「緑の基本計画」の策定を推進します。【都市計画課】

　　④　河川などの改修に当たっては、多自然川づくりや賑わいづくりに努めるなど、水と親しめる

快適な生活環境づくりを推進します。【河川砂防課、港湾空港課】

　　⑤　環境省の「名水百選」や「日本の水浴場88選」など地域の清澄な湧水や水質が良好で快適な

水浴場を紹介するとともに、水浴場の水質検査を実施することにより、水環境の水質保全を推

進します。【環境保全課】

　　⑥　農村の自然や景観、水辺を活用した魅力ある田園空間の形成を推進するとともに、都市と農

村部の交流を推進します。【構造政策課、農村整備課】

　　⑦　身近な公園や緑地などの計画や維持・管理に対する県民参加を推進するとともに、地域の緑

化運動や各家庭・事業所における壁面緑化や緑のカーテン※４づくりなど、身近な緑づくりに

対する県民等の主体的な参加を推進します。【環境政策課、都市計画課】

※１　緑地保全地域…里地里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな行為の規制により、一定の土地

利用との調和を図りながら保全する都市緑地法に基づく地域のことです。

※２　風致地区制度…都市における風致を維持するために定められる都市計画法に規定する地域地区。「都市の風致」とは、

都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観

を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定められてい

ます。

※３　特別緑地保全地区制度…都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などによ

り現状凍結的に保全する、都市緑地法に基づく制度のことです。

※４　緑のカーテン…壁面緑化の一種で、窓辺や壁面にヘチマやにがうりやアサガオなどのつる性植物を育て、強い日差しを

防ぐために作られるカーテンのことです。
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政策２施策１

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　身近な緑の保全と創造に関する意識づくり

◎　都市公園や街路樹など住民に身近な緑や水辺空間の整備

◎　地域の緑化活動や水辺の保全活動の推進

◎　農村部の魅力ある田園空間づくりの推進

県　　民 ◎　庭やベランダの緑化、緑のカーテンづくりの取組

◎　地域の緑化活動や水辺の保全活動への参加

事 業 者 ◎　事業所内の敷地や壁面などの緑化・緑のカーテンづくりの取組

◎　地域の緑化活動や水辺の保全活動への参加・支援

農 業 者 ◎　農村部の魅力ある田園空間づくりへの協力

環境保全

団　　体

◎　身近な緑の保全と創造に関する意識づくり

◎　地域の緑化活動や水辺の保全活動の実施

学校等の

教育機関

◎　学校等における緑化活動の推進
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□現状と課題

　　近年、環境に対するニーズは多様化しており、豊かな自然環境の保全や環境汚染の防止だけでな

く、「うるおい」や「やすらぎ」などの心の豊かさを与える快適な生活環境づくりも求められてお

り、快適な生活環境の大きな要素となる優れた景観の保全・創造が重要となっています。

　　本県には、白神山地、岩木山、八甲田山などの山並み、十和田湖をはじめとした湖沼や河川、ラ

ムサール条約湿地仏沼などの湿地・湿原、県土の三方を囲む海岸線といった多様な自然景観があり

ます。

　　また、山並みを背景に広がる田園やりんご園、農村の景観、各地域の歴史的・文化的景観、町並

みや港・海辺の景観、雪景色など、地域特有の景観が形成されています。

　　山岳、河川、海岸、森林などの自然や道路、建造物に加え、生活や風土、地域の歴史･文化の積

み重ねによって形成されてきた良好な景観は、人々にうるおいとやすらぎをもたらすとともに、地

域への愛着や誇り、地域の魅力として、そこを訪れる人々へのアピールにもつながります。

　　このため、本県の豊かな自然が形づくる景観や地域の歴史・文化を象徴する景観を良好な状態で

保全し、次世代に引き継いでいくとともに、魅力ある町並みや都市景観の創造など、ふるさとの歴

史と風土が感じられる景観づくりを推進していく必要があります。

□施策の概要

　　１　郷土に誇りと愛着を持ち、人々が集う、青森県の歴史と風土が感じられる景観の保全と形成

を推進します。

　　２　ふるさとの景観づくりに関する意識啓発と人財育成を推進します。

□施策の展開方向

　　①　景観法及び青森県景観条例等の景観法令の適切な運用に努めるとともに、建築物、工作物等

に係る大規模行為の大規模行為景観形成基準との適合を図るなどして良好な景観の保全・形成

を推進します。【都市計画課】

　　②　県の公共事業の実施に当たっては、公共事業景観形成基準に則して道路緑化や電線類の地中

化、周辺景観と調和した色彩使用を進めることなどにより、良好な景観の形成を図ります。

 【都市計画課、公共事業担当課】

　　③　国や市町村等に対しても公共事業景観形成基準に準拠して公共事業を実施するよう要請しま

す。【都市計画課】

　　④　伝統的建造物群保存地区制度※１の活用による伝統的な町並み景観の保全や高度地区制度に

よる眺望景観の保全を推進するとともに、景観地区の指定により地域の良好な景観形成を促進

するなど、都市計画づくりにおける諸制度の活用等により、良好な景観の保全と形成を推進し

ます。【都市計画課】

　　⑤　「景観の日（６月１日）」を中心に普及啓発事業を実施することなどにより、良好な景観の

施策２ 良好な景観の保全と創造
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政策２施策２

形成についての関心と理解を深めるとともに、県民の良好な景観形成に関する自主的な活動意

欲の増進を図ります。【都市計画課】

　　⑥　景観学習教室の開催などにより、次世代を担う子どもたちの景観に対する関心と良好な景観

形成に向けた意識を育むとともに、景観アドバイザーの派遣など県民の自主的活動を支援する

取組を進めます。【都市計画課】

※１　伝統的建造物群保存地区制度…文化財保護法に基づく制度で、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集

落・町並みの保存を図るため、市町村は、伝統的構造物群保存地区を定め、国はその中から価値の高いものを重要伝統的

建造物群保存地区として選定し、市町村の保存事業への財政的援助や必要な指導・助言を行っています。

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　景観の保全と創造に関する啓発

◎　地域の良好な景観の保全と創造

◎　公共事業の実施に際しての公共事業景観形成基準への準拠

◎　景観行政団体※２への移行

県　　民 ◎　景観の形成・保全活動への参加

◎　住宅を建てる際の周囲の景観や町並みと調和したデザイン・色彩の採用

◎　景観に配慮した家並みの保全への協力

事 業 者

・ 団 体

◎　景観法などの関係法令の遵守

◎　施設や工作物等を整備する際の周囲の景観や町並みと調和したデザイン・色彩

の採用

◎　景観へ配慮した屋外広告物の設置

◎　景観に配慮した町並みの保全への協力

農 業 者 ◎　農村部の魅力ある田園空間づくりへの協力

環境保全

団　　体

◎　景観の保全と創造に関する啓発

◎　景観の形成・保全活動の実施

学校等の

教育機関

◎　景観に関する学習活動の推進

※２　景観行政団体…景観法において景観づくりの担い手として位置付けられた団体のことで、都道府県、政令指定都市・中

核市のほか、その他の市町村は、知事と協議し、景観行政団体となることができます。景観行政団体は、景観計画を定

め、これに基づいて施策を行うことにより、実効性が発揮されます。
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□現状と課題

　　本県には、三内丸山や亀ヶ岡、是川、小牧野、大森勝山などの縄文遺跡、中世の十三湊の遺跡な

ど史跡が数多く存在し、また、藩政時代の城跡、寺社、工芸品なども本県の歴史・文化を構成する

重要な要素となっています。

　　また、ねぶた、えんぶり、お山参詣や神楽、駒踊、獅子踊といった民俗行事・民俗芸能など、特

色豊かな民俗文化財を各地域で見つけることができます。

　　県内では、こうした歴史的・文化的遺産が数多く継承され、平成27年４月１日現在で国指定で

118件、県指定で271件の文化財が指定されているほか、特に城下町として栄えた弘前市には歴史的

建造物などが数多く残されています。

　　また、文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区に選定されている弘前市仲町の武家屋

敷や黒石市中町のこみせなど、古くからの特徴を持った町並みが今日でも多く残っています。

　　これらの歴史的・文化的遺産は、私たちの生活にうるおいとやすらぎをもたらし、心の豊かさを

醸し出すものであることから、地域の歴史や生活の移り変わりを後世に伝えるだけでなく、生活の

快適さを高める環境として保全していくことが求められています。

　　さらに、本県は、特別史跡※１である三内丸山遺跡をはじめとして、学術的に重要な縄文遺跡が

数多く存在することから、北海道・北東北三県の連携により、三内丸山遺跡等の縄文遺跡群の世界

遺産登録に向けた取組を推進していくことが求められています。

※１　特別史跡…文化財保護法に基づき、我が国にとって価値が高いとして指定する史跡のうち、文部科学大臣が特に重要と

して指定する史跡のことです。

□モニタリング指標　

指標名（単位） 平成（年度）

実績値

指標の説明と選定理由

1 特別史跡三内丸山遺跡の見学者数

（千人）

22 23 24 25 26

329 311 314 289 292

歴史的・文化的遺産の活用状況を示す指標として、特別史跡三内丸山遺跡の見学者数を選定。

□施策の概要

　　１　古いたたずまいの集落や町並み・建造物、遺跡や文化財、伝統芸能など本県の歴史的・文化

的遺産の保存を推進します。

　　２　本県の歴史的・文化的遺産に関する調査研究と県内外への情報発信を推進します。

施策３ 歴史的・文化的遺産の保護と活用
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政策２施策３

□施策の展開方向

　　①　本県の歴史的・文化的遺産を適切に保存・活用しながら、これらの調査研究を進め、県内外

への情報発信を推進します。【文化財保護課】

　　②　三内丸山遺跡や亀ヶ岡石器時代遺跡、是川石器時代遺跡、小牧野遺跡、大森勝山遺跡等の縄

文遺跡群の世界遺産登録に向けた取組を推進します。【文化財保護課】

　　③　三内丸山遺跡等の縄文遺跡群の国営歴史公園化に向けた取組を推進します。【都市計画課】

　　④　伝統的建造物群保存地区制度の活用などにより、伝統的な町並み景観の保全を推進します。

 【都市計画課】

　　⑤　鎮守の森や地域のシンボルとなっている巨樹・古木を緑の遺産として保全するため、地域と

連携した体制づくりに努めるとともに、巨樹・古木等の生育状況や保全に関する普及啓発を推

進します。【林政課】

　　⑥　民俗芸能や伝統芸能、地域の祭り、行事など郷土の伝統文化の保存・伝承に努めるととも

に、県民が鑑賞、体験できる機会の充実に努めます。【文化財保護課】

　　⑦　県民が地域の歴史・文化を学ぶことができるまちづくりや体制づくりを推進します。

 【都市計画課、生涯学習課】

　　⑧　県民の郷土に対する理解と愛着を深め、貴重な歴史資料を県民共有の財産として永く後世に

伝えるため、「青森県史」を刊行するとともに、歴史資料を保存・活用する環境・態勢づくり

に取り組みます。【県民生活文化課】

□各主体に期待される役割

市町村等 ◎　地域の歴史的・文化的遺産の保存・活用や調査研究及び情報発信

◎　地域の歴史・文化に関する学習活動の推進

◎　伝統的な町並み景観の保全

◎　地域の巨樹・古木の保全活動の推進

◎　民俗芸能や伝統芸能の保存・伝承活動や地域の祭りへの支援

県　　民 ◎　地域の歴史・文化に関する学習活動への参加

◎　地域の巨樹・古木の保全活動への参加

◎　民俗芸能や伝統芸能の保存・伝承活動や地域の祭りへの参加

事業者・

団 体

◎　伝統的な町並み景観の保全

◎　民俗芸能や伝統芸能の保存・伝承活動の実施

◎　地域の祭り・行事の開催や参加・支援

事 業 者 ◎　埋蔵文化財の保護に配慮した開発事業の実施

環境保全

団　　体

◎　縄文遺跡群など本県の歴史的・文化的遺産に関する情報発信活動の実施

◎　地域の歴史・文化に関する学習活動の実施

◎　地域の巨樹・古木の保全活動の実施

学校等の

教育機関

◎　地域の歴史・文化に関する学習活動の推進


