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●環境問題は、大気・水・土壌・騒音・振動・
光害・ごみといった身近な生活環境から地
球温暖化等にいたるまで大小・広範囲にわ
たり複雑・多様化しています。

● 地球温暖化は気候変動をもたらし、自然災
害等様々な悪影響を及ぼすことから、温室
効果ガスの排出削減対策（緩和）などは、
地球規模で取り組まなければならない重要
課題です。また、様々な分野において気候
変動の影響による被害の回避・軽減対策（適
応）が求められています。

●温室効果ガス排出量の増加や東京電力福島
第一原子力発電所事故の発生などを背景と
して、安全・安心で持続可能なエネルギー
普及の重要性と必要性がより高まっています。

●再生可能エネルギーの利活用が進んでいる
一方で、森林保全や適正管理の重要性など
の問題が顕在化しています。

●ごみ排出量が増加傾向にある一方で、集団
資源回収量が減少傾向にあり、循環型社会
の実現に向けたさらなる啓発活動が求めら
れています。

●本市は、水と緑の豊かな自然環境に恵まれ
たまちです。この良好な自然環境を次世代
へ継承することは現世代の責務であり、人
と自然が共生する持続可能なまちづくりが
求められています。

現状と課題2

1 施策別目標

地球規模から身近な生活空間の環境保全まで広く市民の意識の高揚を図るととも
に、再生可能エネルギーの導入やごみの減量化・リサイクル化などを推進し、安
全で美しいバランスのとれた居住空間の創出と持続可能な環境共生のまちを目指
します。

みんなが環境に配慮し、安全で美しい自然環境と
人の暮らしとが共生しているまち

環境保全 ·
エネルギー　1
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2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ １ 環境保全・エネルギー創出

●東日本大震災等直後と比較し放射線量は着
実に減少し、国の基準値を大幅に下回って
います。このことから、現状を市内外に発
信し、風評の払拭を行う必要があります。

0.0

0.2

0.1

0.3

0.4

0.5

（μSv/h）

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017（年）

空間線量率（白沢総合支所）空間線量率（本宮市役所）

0.0810.0810.0950.107
0.134

0.314

0.222

0.0640.0700.0840.095
0.1210.121

0.305

0.198

出典：原子力規制委員会

■ 空間線量率の推移

前期基本計画

■ 美化活動参加者数の推移
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出典：成果報告書

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
クリーンアップ作戦 6,513 6,453 6,275 5,901 6,153 6,205 5,954 6,285

秋の一斉美化活動 6,228 6,131 6,060 6,000 6,107 6,038 5,817 6,007

春の一斉美化活動 - 5,978 6,061 5,912 5,985 6,206 5,851 6,257
合計 12,741 18,562 18,396 17,813 18,245 18,449 17,622 18,549
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3 施策の柱と主な取組

温室効果ガスの排出削減を図るため、地球温暖化の影響やその対応の重要性など環境問題やごみ
問題に対する市民や事業者等の意識を高めながら、環境負荷の少ない再生可能エネルギーや省エ
ネルギーの普及を促進します。
また、家庭や事業所から排出されるごみの減量化、適正処理及び再資源化を推進します。

○地球温暖化に対する意識の醸成
○環境負荷の低減・再生可能エネルギー・省エネルギーの普及促進
○ごみの減量化とリサイクルの推進

主な取組

環境負荷の低減・ごみの減量化1

4 数値目標（成果指標）

指標名 近況値（2017） 目標値（2023） 説　明

リサイクル率 17.3％
（2016 年度）

24.0％以上
/年

環境への配慮及び循環型社会の形成を計る
指標で、過去 10 年間の最大値以上を目指し
ます。

ごみ排出量
（1人当たり）

911ｇ /人日
（2016 年度）

760ｇ以下
/人日

廃棄物の発生・排出抑制が進んでいるかを把
握する指標で、過去 10 年間の最小値以下を
目指します。

環境理解・意識度 41.8％ 50％以上
安全・安心で美しい自然環境を維持するため
に必要な市民の理解・意識度を計る指標で、
「環境問題が重要である」と考える市民割合
の上昇を目指します。

市民や事業者等の自然や生活環境に対する意識の醸成、里地里山・農地などが果たす役割の重要
性に対する理解促進や環境美化活動等の推進を図りながら、自然環境・生活環境を保全します。
また、環境放射線量等の適正な管理を継続し、安全・安心を市内外に発信します。 

○自然環境保全の推進
○生活環境の保全・環境美化活動の推進
○環境放射線量等の適正管理・情報提供

主な取組

自然環境・生活環境の保全2
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2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ １ 環境保全・エネルギー創出

5 市民協働の方策　市民、地域、団体、事業者などが取り組めること

 市民

地球規模から身近な生活環境に対する理解
を深め、美しい自然環境を次世代につないで
いかなければならないとの意識のもと、積極
的にリサイクル活動、美化活動、省エネ活動
などに参加・取り組むとともに、再生可能エ
ネルギーや省エネルギーの導入・利用に努め
ることなど

 地域・団体・事業者 

各活動の中で環境保全、リサイクル、美化等
の組織的な推進に取り組むことなど 

前期基本計画

美化活動

87

【
分
野
４
】 

生
活
環
境
・
都
市
基
盤



災害はいつでも起こりうるということを前提に、日頃から市民の防災意識の高揚
を図るとともに公助に加え自助及び共助による取組の仕組みづくりを強化し、様々
な主体の連携のもと、地震、風水害、火災、雪害、火山災害、原子力災害などあ
らゆる危機から生命を守ることを目指します。

みんなの防災意識が高く、日頃の備えと対応力がある安全なまち

2 防災 · 減災
1 施策別目標

●東日本大震災等の教訓を風化させることなく、
災害は発生するものということを前提に「備え」
の意識を高めることが必要です。

●災害発生時においては、公助には限界がある
ため、自助（自分の身は自分で守る）と共助（共
に支え合う）の取組が重要となります。

●自主防災組織の組織率は20％台にとどまって
おり、さらなる普及促進・支援が必要な状況
にあります。

●地震、風水害、雪害、火山災害、原子力災害
等あらゆる災害を想定し、地域、各種活動団
体、関係機関、民間企業等との連携によるソ
フトとハード両面からの危機管理体制の強化
が求められています。

●安達地方広域行政組合等関係機関との連携、

消防団活動の支援や施設整備等をとおして、
持続的に消防力を維持していく必要があります。

●地域の消防・防災において、消防団が重要な
役割を果たしています。一方、被雇用の消防
団員が増加する中にあって、団員の確保と合
わせ、事業所等と連携した活動のしやすい環
境づくりが重要となっています。

現状と課題2

放水訓練
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2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ ２ 防災・減災

■  自主防災組織数の推移
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前期基本計画

水防訓練
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■ 火災発生件数の推移

主な取組
○自助の取組の推進
○共助の取組の推進

自主防災の推進1
大規模災害時における自助・共助による防災
活動の重要性について、市民の理解を深めま
す。また、地域防災力の維持・強化を図るた
め、自主防災組織の結成を促進するとともに、
自主的な理解促進、防災訓練等の取組などを
支援します。さらに、地震、火災、水害等に
よる被害の防止及び軽減を図るため、自主防
災組織の平常時の活動や災害発生時の初期消
火活動、救出救助活動などに必要な資機材整
備を支援します。

3 施策の柱と主な取組

消火体験
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様々な災害発生の想定と各関係機関等との連
携のもと、総合防災訓練の実施、各種ハザー
ドマップの整備・周知、防災拠点・資機材等・
避難所開設時の備蓄飲食料や生活関連物資等
の計画的な整備・更新、高齢者等の避難支援
体制の構築を図ります。また、災害発生時の
行動マニュアル等による迅速な対応の確保、
異常気象等の情報の収集と的確な情報提供を
行うなど実効性のある防災体制の構築に取り
組み、危機管理能力の向上と自然・原子力災
害時等での対応力の強化を図ります。

主な取組 ○防災体制の整備・充実

防災体制の整備2

4 数値目標（成果指標）

指標名 近況値（2017） 目標値（2023） 説　明

自主防災組織数 24団体 58団体以上
地域における自助・共助の体制が整えられて
いるかを計る指標で、自主防災組織数の増加
を目指します。

消防団員充足率 100％
（2016 年度）

現状維持
地域における消防体制が整えられているかを
計る指標で、将来にわたる消防団員の確保を
目指します。

火災発生件数 13件
（2016 年度） 0件

家庭や事業所等における防火の取組が推進さ
れているかを計る指標で、火災発生件数 0を
目指します。

消防の充実3
常備消防、消防団、市等関係機関の連携と役
割分担のもと、消防防災体制の強化を図りま
す。また、消防団員の確保と活動しやすい環
境づくり、各種訓練等による技術の向上、消
防車両・消防機器の定期的・計画的な更新、
消防水利の確保等を行います。

主な取組
○消防団活動の推進
○消防力の強化・充実

地域防災センター

出初式

90



5 市民協働の方策　市民、地域、団体、事業者などが取り組めること

2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ ２ 防災・減災

 市民  地域・団体・事業者   

自分の身は自分で守るとの意識を持ち、日頃
から防災知識を身につけるとともに、防災訓
練などには積極的に参加し、避難経路や避難
場所を確認しながら、災害時の行動について
シミュレーションしておくこと。また、消防
団に入団し、地域の安全・安心に貢献するこ
となど

共に助け合うとの考え方を基本とし、自主防
災の組織化や機能強化を図りながら、防災知
識の普及啓発を行うとともに、防災訓練の実
施・参加に努めること。また、日頃から消防
機器等の整備・点検を行うとともに、消防団
活動に対する理解を深め、団員が活動しやす
い環境づくりに努めることなど

防災訓練

前期基本計画
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現状と課題2

地域や各関係機関等との連携により、悪質な犯罪・詐欺や交通事故などを防止し、
犯罪のない安全で安心な生活を送れるまちを目指します。

事件や事故がなく、
誰もが安全・安心な生活を送っているまち

3

●犯罪・交通事故件数は横ばいまたは減少傾
向にあります。他方、事件・交通事故の傾
向として、高齢者による交通事故や高齢者
を対象とした振り込め詐欺などが増加して
いる状況にあります。

●警察等関係機関との連携のもと、事件・交
通事故の傾向に応じた対策を講じながら未
然に防止することが重要です。

生活安全
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■ 犯罪発生件数（刑法犯）の推移

1 施策別目標

92



2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ ３ 生活安全

交通安全対策の推進2

○防犯啓発の推進
○防犯関係団体等に対する支援
○防犯施設の整備・維持管理
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■ 交通事故発生件数の推移

交通関係団体等と連携しながら、園児から高
齢者まで幅広い年代を対象に交通安全教育や
交通安全意識の啓発活動等を実施し、交通事
故の防止を図ります。

主な取組

○交通安全の啓発
○交通関係団体等に対する支援

交通安全啓発

前期基本計画

主な取組

地域ぐるみの防犯活動を推進し、警察機関、
防犯協会、学校等との連携により防犯体制を
強化しながら、市民への多様化する犯罪等の
情報提供や注意喚起、防犯灯の設置など、犯
罪を未然に防止する環境づくりを進めます。

3 施策の柱と主な取組

防犯対策の推進1
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5 市民協働の方策　市民、地域、団体、事業者などが取り組めること

4 数値目標（成果指標）

指標名 近況値（2017） 目標値（2023） 説　明

犯罪発生件数 146件 70件以下 /年
犯罪のない安全・安心なまちに向けた取組が進ん
でいるかを計る指標で、犯罪発生件数の減少を目
指します。

交通事故
発生件数 93件 40件以下 /年

交通事故のない安全・安心なまちに向けた取組が
進んでいるかを計る指標で、交通事故発生件数の
減少を目指します。

相談件数・
解決割合

相談件数

5件
相談件数

10件 /年 消費者の安全・安心を確保するために、相談や支
援体制が整っているかを計る指標で、相談件数の
増加と解決割合の上昇を目指します。解決割合

ー％
解決割合

100％ /年

市民 地域・団体・事業者　

防犯・交通安全や消費生活に対する理解を深
め、日頃から犯罪・交通事故を起こさない、
犯罪・交通事故や詐欺被害等に遭わないため
の行動をとることなど

日頃から防犯・交通安全・消費生活に関して、
お互いに普及啓発を行うことなど

消費生活相談など日常の困りごとに対する相談体制や消費者被害を防止するための啓蒙活動など
の充実を図り、市民の安心な生活を支援します。

主な取組
○市民相談体制の充実
○消費生活の普及啓発

市民相談・消費者保護の充実3
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2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ ３ 生活安全

交通安全運動

前期基本計画
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現状と課題2

都市・生活空間の安全性・利便性の向上、良好な景観の確保、既存ストックの適
正管理・有効活用や適切かつ機能的な土地利用の誘導などを図り、定住促進につ
ながる住みよい都市形成を目指します。

安全・安心・便利で、
景観豊かな都市機能を備えているまち

4

●本市は東北自動車道、磐越自動車道、国道
４号などの道路網に加え、東北本線が縦断
する交通の要衝となっています。これらの利
点を生かし、定住を支える安全・安心で便
利な魅力ある都市機能の強化が求められて
います。

●ＪＲ本宮駅及び周辺地区については、整備
計画に基づき駅舎・東西自由通路、地域交
流センター、西口広場の整備、東西アクセ
ス道路の整備等が進められています。

●ＪＲ五百川駅周辺については、朝夕の通勤・
通学時の混雑が顕著であり、安全性と利便
性の向上が求められています。

●白沢総合支所周辺については、ふれあい夢
広場でイベント等が開催されるなど、市東
部地域のにぎわい創出の場となっています。

●今後さらに進行する少子高齢化に対応する
ため、これら都市拠点・地域拠点の利活用
により、地域の特性を生かしながら魅力の
創出を図る必要があります。

●本市は、歴史と文化や豊かな自然など優れ
た資源と利便性を兼ね備えたまちです。また、
市内にはバラエティに富んだ様々な公園が
存在します。各施設の適正管理のもと歴史
と文化の香り漂う癒しの空間と美しい景観
を維持しながら、こうした強みを活かし、魅
力を発信していくことが重要です。

●移住定住を推進するため、民間活力による
周辺環境と調和のとれた優良住宅の誘導を
図る必要があります。

●市内には市営住宅383戸、定住促進住宅40
戸、復興公営住宅61戸があります。地域の

都市機能 ·
住環境 · 土地利用

1 施策別目標
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2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ 4 都市機能・住環境・土地利用

活力と経済を支える人口誘導を図るため、
定住促進住宅や市営住宅などの適正管理と
入居促進を図る必要があります。また、老
朽化した市営住宅の統廃合等についても検
討が必要です。

●都市拠点や地域の空洞化の解消と魅力の向
上を図るため、空家・空地等をはじめとし
た既存ストックの有効活用を推進する必要
があります。また、安全・安心を確保する
ため耐震化、バリアフリー化及び空家の適
正管理を推進する必要があります。

●人口減少・少子高齢化が進む中、定住につ
ながる土地利用の最適化と魅力的な都市づ
くりが求められています。

●本市では、農用地、森林、河川・水路、道
路、住宅地、工業用地など様々な土地利用
が行われています。魅力的な都市づくりには、
災害に強く自然環境や景観が維持された持
続可能な秩序ある土地利用の推進を図るこ
とが必要です。

■ 地区別人口（年齢３区分）

0

10,000

5,000

15,000

（人） ※年齢不詳者を除く年少人口生産年齢人口老年人口

白岩・長屋・稲沢・松沢和田・糠沢青田・荒田・仁井田本宮・高木

3,630

8,168

1,666

1,679

3,635

681

1,274

2,796
568

13,464

5,995

岩根・関下

508
2,050
835

3,393
4,638

3,428
1,013
2,005
410

出典：国勢調査

（2015 年 10 月 1 日現在）

前期基本計画

みずいろ公園

3 施策の柱と主な取組

都市拠点や地域拠点を中心として市民の快適な暮らしや交流を支えるため、地域の特性を生かしな
がら、駅周辺環境やアクセス道路の整備のほか、民間活力の誘導等による都市機能・生活拠点機
能の強化を図ります。

主な取組 ○都市拠点・地域拠点の整備・民間活力の誘導

都市拠点・地域拠点の整備・機能強化1
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主な取組

主な取組

主な取組

主な取組

復興公営住宅

歴史と文化、自然などが調和した美しいまちなみの景観保全、都市空間の緑化の推進、市民の憩
いや交流の場となる都市公園等の適切な管理を行い、市民の心の豊かさに資する質の高い空間を
形成します。
また、これらの空間を最大限に活用し、教育・スポーツ・文化、健康、観光分野等との連携を図
りながら、観光交流人口の増加や健康増進などにつなげます。

○公園・景観・緑地等の保全と適正な維持管理
○公園等の利活用促進

定住につながる民間活力による住宅建築の推進を図るとともに、災害への備えを強めるため、耐震
化が必要な建築物について市民等への周知、建築相談を行うとともに、木造住宅の耐震性の向上
を推進します。

○定住につながる住宅建築の推進
○適正な建築確認
○住宅・建築物の耐震化の促進

公営住宅法に基づく市営住宅、定住促進住宅、
復興公営住宅等の適切かつ効率的な維持管理
を行うとともに、それぞれの住宅の目的を踏ま
えながら、入居者の視点に立った環境整備や
ＰＲ活動等により、効果的な市営住宅の利活
用を促進します。

○市営住宅の適切な維持管理
○市営住宅の利活用の促進

空家対策計画に基づき、各関係機関等との連携を図りながら、市内の空家・空地等をはじめとし
た既存ストックの利活用と老朽化した危険な空家の対策を推進します。

○空家等の適正管理の促進
○空家等の利活用の促進

公園・景観・緑地等の保全・利活用2

安全快適住宅建築の推進3

市営住宅の管理・活用4

空家等対策の推進5
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5 市民協働の方策　市民、地域、団体、事業者などが取り組めること

4 数値目標（成果指標）

主な取組

2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ 4 都市機能・住環境・土地利用

指標名 近況値（2017） 目標値（2023） 説　明

社会動態人口 7人 250人以上
（累計）

本市の住みよさが確保され、市内外への発信等に
より定住が進んでいるかを計る指標で、社会動態
人口（転入人口 -転出人口）の増加を目指します。

新築住宅着工数 237戸 /年 294戸以上
/年

市内への定住意欲の向上を計る指標で、新築住宅
着工数の増加を目指します。

公営住宅入居率
（市営住宅、
 定住促進住宅、
 復興公営住宅）

市営住宅

84.0％
市営住宅

95％以上 /年
公営住宅が適正管理・有効活用されているかを計
る指標で、入居率の上昇を目指します。

定住促進住宅

77.5％
定住促進住宅

95％以上 /年
 復興公営住宅

96.7％
 復興公営住宅

100％ /年

市内空家活用件数 ー 50 件以上
（累計） 

市内の空家・空地等が適正管理・有効活用されてい
るかを計る指標で、活用件数の増加を目指します。 

市民

日頃から都市づくりや公園・景観・緑地等に
関心をもち、計画づくりなどに参画または意
見を述べるとともに、自ら積極的に街なかや
公園の利用促進や美化活動の推進を図るこ
となど。また、自らの資産の良好な景観の確
保や生垣設置、耐震性の確保、空家防止・利
活用の促進や適正管理に努めることなど 

事業者

まちづくりに対する理解を深め、積極的な投資
や従業員に対するPRを行い、移住・定住につ
ながる都市基盤整備や誘導に貢献することなど

地域

日頃から、自然と多様な世代の人々が集まっ
てくるような住み心地のよい地域づくりに努
めることなど

移住定住につながる快適な居住空間と豊かな自然環境を確保しながら、国土利用計画、都市計画
マスタープラン、農業地域振興計画等各種計画に基づき、民間活力の誘導などによる土地利用の
最適化を図ります。また、土地利用の状況やニーズの変化を見極めながら、柔軟な土地利用と十
分に利用されていない土地の解消に努めます。

○計画的な土地利用の推進・誘導

前期基本計画

土地利用の最適化6
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現状と課題2

道路や公共交通網の利便性を高め、子どもから高齢者まで、誰もが安全・安心・
快適に出かけられる環境整備を行います。

交通網が整っていて、
誰もが安全・安心・快適に出かけることができるまち

5

●本市内では、全体的に通勤・通学時もほと
んど交通渋滞がなく、快適な道路環境を維
持していますが、一方で、さらなる安全・
安心で快適な道路網の整備が求められてい
ます。

●大山・松沢線（安達太良ドリームライン）
をはじめ、合併支援道路整備、阿武隈川上
ノ橋架替に伴う道路整備や橋梁長寿命化な
ど幹線の維持・整備を進めています。

●道路に対する市民のニーズは高く、継続的
に安全・安心な維持管理を行っていく必要
があります。

●冬期間の積雪時は、的確な情報収集と各関
係機関等との連携による通勤・通学路時等
の安全を確保する必要があります。

●ドライバーの高齢化に伴う交通安全対策が
重要課題となっています。他方、地域公共
交通は、市民意識調査において重要度が全 
35項目中９位にランキングするなどニーズの
高い分野となっていますが、既存の地域公
共交通システムの満足度では35位にとどまっ
ており、利用者数が低迷している状況にあ
ります。 

●高齢者の単身または少数世帯が増加する中
にあって、生活を維持するための交通手段
の確保は喫緊の課題あり、持続可能な利便
性の高い公共交通システムへの再構築が求
められています。

●公共交通システムの整備・強化にあたっては、
様々な地域や年代等の利用者の視点に立つ
とともに、中心市街地・商店街への誘導等
を含めた総合的・戦略的な検討が必要です。

道路 · 公共交通
1 施策別目標
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2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ 5 道路・公共交通

3 施策の柱と主な取組

主な取組

主な取組

出典：成果報告書

（年度・人）■ 地域公共交通利用者数の推移（1日当たり利用者数）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
市街地
巡回バス

17.4 20.1 20.0 24.4 26.4 25.4 26.9 28.2 27.7 

通勤・通学バス 17.5 28.2 31.8 35.6 34.9 33.1 32.8 28.8 25.8 

市営バス
（下樋・熱海線）

51.6 46.1 46.7 47.0 47.9 43.2 37.5 34.4 30.8 

広域バス
（岳・竹の内線）

44.9 40.4 34.7 37.7 37.3 38.2 33.4 32.7 28.5 

乗合タクシー 111.3 115.0 118.9 121.3 113.2 112.3 116.3 112.5 112.8 

合計 242.9 249.8 252.0 266.1 259.7 252.2 246.8 236.5 225.5 

歩行者やドライバーに優しい安全・安心で交通渋滞のない快適な道路ネットワークの計画的な整備・
改良を推進します。また、既存道路については、中長期的な視点に立ち、損傷が深刻化する前に修
繕する予防保全的な維持管理を行うとともに、長寿命化計画に基づく橋梁の改修等を行います。さらに、
交通安全施設の設置や冬期間の積雪時の適切な除雪作業など、道路における交通安全対策を行います。

○都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改良の推進
○市道の適正・効率的な維持管理と安全確保

関係事業者等と連携しながら、地域の実情等に応じた利便性の高い持続可能な地域公共交通シス
テムの整備・強化と利活用を図ります。

○公共交通システムの整備・強化
○公共交通システムの利活用の促進

駅のホーム 乗合タクシー

前期基本計画

道路ネットワークの整備・管理1

公共交通システムの整備・強化2
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5 市民協働の方策　市民、地域、団体、事業者などが取り組めること

4 数値目標（成果指標）

指標名 近況値（2017） 目標値（2023） 説　明

公共交通機関
利用者数

56,079人
/年

86,800人
以上 /年 市民ニーズに合った利便性の高い公共交通として、

利活用されているかを計る指標で、利用者数の増
加を目指します。225人

/日
360人以上

/日

主要幹線道路等
整備進捗率 13.7％ 100％

快適な道路環境の整備が計画的に進んでいるかを
計る指標で、主要幹線道路にかかる計画の進捗率
の上昇を目指します。

橋梁長寿命化
整備進捗率 27.3％ 100％

老朽化する橋梁の安全・安心の確保に向けた維持・
管理が計画的に進んでいるかを計る指標で、橋梁
長寿命化計画の進捗率の上昇を目指します。

 市民・地域・団体・事業者 

公共交通機関を積極的に利用すること。また、道路の危険箇所等について、道路管理者に情報提
供等をすることなど
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2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／ 5 道路・公共交通

本宮のまちなみ

前期基本計画
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現状と課題2

利水・治水など持続可能な水の管理を通して、安全・安心で快適な豊かな水と人
の暮らしの共存を目指します。

安全・安心・快適に、
豊かな水と人の暮らしが共存しているまち

6

●水は市民のライフラインの根幹です。本市の
水道普及率は97.7％となっており、今後も継
続的に安全・安心でおいしい水の安定供給
を図るため、水道施設の整備・適切な維持
管理、水源の確保及び水道事業の安定経営
に努めていく必要があります。

●本市の水道水は、東日本大震災等の影響に
よる放射線量の測定を継続的に行っており、
安全が確保されています。今後もこうした取
組と安全性のPRを行っていくことが重要です。

●本市の汚水処理人口普及率は76.1％となっ
ており、良好な生活環境の確保と水質保全
のため、今後も普及促進に努める必要があ
ります。

●持続可能な汚水処理サービスを継続するた
め、施設の長寿命化と効率的な運営を図る

必要があります。

●本市の水害対策については、阿武隈川築堤
をはじめ、排水ポンプ場、雨水幹線や排水
路の整備が進められています。また、集中
豪雨による浸水頻度の高い地区については、
平成29（2017）年に浸水対策基本計画を
策定したことから、今後は計画の推進が求
められています。

上下水道 ·
雨水排水路　

1 施策別目標
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2 分野別施策（各論）　【分野４】生活環境・都市基盤 ／  6 上下水道・雨水排水路

■ 水道普及率の推移 ■ 汚水処理施設普及率の推移

出典：福島県（福島県統計年鑑、福島県勢要覧）　本宮市（成果報告書）　　出典：福島県（福島県統計年鑑）　本宮市（本宮市水道事業報告書）

（％）
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67.6 68.6
73.4 74.1 76.1

79.7 81.1 81.8 82.6

前期基本計画

3 施策の柱と主な取組

主な取組

○水道施設の計画的な整備・適正な維持管理
○水道事業における安定経営の推進

安全・安心でおいしい水道水を安定的に供給
するため、水道施設の計画的な整備と適正な
維持管理を行うとともに、水道事業における
安定経営の推進を図ります。 

高松配水場

本宮市マンホール

水道水の安定供給1

公共下水道施設の計画的な整備と適正な維持
管理を行うとともに、公共下水道への接続率
及び合併処理浄化槽の設置率の向上を図りな
がら、水質汚染を防止します。 

主な取組

○下水道施設の計画的な整備・適正な維持
管理

○下水道接続・合併処理浄化槽の設置促進

汚水処理サービスの提供2
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4 数値目標（成果指標）

指標名 近況値（2017） 目標値（2023） 説　明

水道企業会計
経常収支比率 112.54 100.0以上

水道事業の健全で安定的な経営が行われてい
るかを計る指標で、継続的に安定的な数値を
維持することを目指します。

汚水処理人口普及率
（下水道、合併処理浄化槽） 76.1％ 82％以上

良好な生活環境の確保と水質保全が推進され
ているかを計る指標で、普及率の上昇を目指
します。

阿武隈川
堤防整備率 31.5％ 100％

阿武隈川の水害から市民の生活を守るため、堤
防の整備が計画的に進んでいるかを計る指標
で、国との連携により早期整備を目指します。

5 市民協働の方策　市民、地域、団体、事業者などが取り組めること

 地域

日頃から道路側溝の監視等を行うことなど

 市民

節水に努めること。また、公共下水道への接続、
合併処理浄化槽の設置を行うことなど 

 事業者

節水に努めること。また、開発事業時の流量
増対策等を行うことなど 

過去の浸水実績や今後の想定等を踏まえ、排
水路をはじめ雨水処理施設等の適切な管理、
修繕、改修等を推進します。また、河川管理者
等関係機関との連携により、河川堤防等の整備
促進を図るとともに、土砂災害の警戒区域に関
する周知と自主防災等の啓発活動を推進します。

主な取組

○雨水処理施設の計画的な整備・適正な
　維持管理
○河川堤防等の整備促進・適正な維持管理

治水対策の推進3

排水路工事
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