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第５章 基本目標、社会基盤の整備水準と維持管理 
 

 ２０３０年の県土のすがたとして「活力があり・美しく・楽しい山形」を目

指すこととした。その具体的内容は以下の通りである。 
 

○安全・安心な県土で産業活動や広域交流を支える高速交通網などの社会基盤

が整備された活力のある社会 

○最上川などに代表される山形固有の自然環境、地域文化、県土景観が保全・継

承・創出されている美しい社会 

○人々との協働による取り組みが活発で次世代につなぐ持続可能で楽しい社会 
 

これらを実現していくためには、これから我々が行っていく事業をいくつか

の基本目標ごとに分類・整理し、わかりやすく県民に示す必要がある。 

基本目標を定めるにあたっては、まず、安全・安心な県土は、県民が生活し

ていく上でもっとも基本となる社会基盤であることから、「安全・安心を支え

る県土づくり」を第一の基本目標とする。産業や広域交流を支える高速交通網

などの交通基盤は、県の経済力の基盤となる社会基盤であることから、第二の

基本目標を「広域交流を進める交通基盤づくり」とする。山形固有の自然環境、

地域文化、県土景観を保全・継承・創出していくことは地域力の基であり、県

民が日常生活をしていくための地域の生活基盤が十分に整っていなければ実現

が困難であることから、第三の基本目標を「地域力を生み出す生活基盤づくり」

とする。人々の協働による取り組みが活発で次世代まで引き継がれるためには、

美しい県土が保全される仕組みが整えられ、これまで整備した社会基盤が良好

な状態で維持管理されるとともに、新たな整備はライフサイクルコスト※１を考

えたものにしていく必要があり、さらに、社会基盤整備に必要な制度がシステ

ムとして確立し永続していくことが必要である。これに加えて、県民による協

働・協創※２の理念を維持・管理システムに取り入れ、維持・管理に参加するこ

とが県民の楽しみになることが理想のすがたであろう。このようなことを含め

て「質の高い持続可能な県土づくり」を第四の基本目標とする。 

以上をまとめて、目指すべき県土のすがたを実現するために、次の４つを基

本目標として、掲げることとする。 
 

    １ 安全・安心を支える県土づくり（安全・安心） 

   ２ 広域交流を進める交通基盤づくり（交流） 

     ３ 地域力を生み出す生活基盤づくり（暮らし） 

     ４ 質の高い持続可能な県土づくり（持続可能な県土） 
 

※１ ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）とは、計画・設計、施工、維持管理、解体撤去に至る一生を

通してのコストをいう。 

※２ 協働・協創 

     山形県は、人口過剰で「物」が溢れている大都市圏に比べると、自然と調和し、「人」を大切

にできる恵まれた環境にある。そして、「人」こそが大切な資源である山形だからこそ、多様な

主体による協働・協創を地域特性として大事にしたい。協働・協創が実現できれば、「自分たち

で地域社会を変えていくことができる」充実感を得られるようになる。「暮らしやすさ」も一層

増していく、という良い循環が得られることになる。 
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第１節 基本目標と施策の柱 

 
４つの基本目標（目指すべき次世代の県土のための行動目標）を施策の柱と

して、それぞれについて取り組みの方向、実現の方策を示す。 

 

 安全・安心を支える県土づくり（安全・安心） 
 

取り組みの方向 

 

自然災害による被害を最小限に食い止めるため、公共土木施設等の機能を拡

充するとともに、総合的な防災体制の構築によって人的被害の回避を図り、誰

もが信頼を持って居住、滞在できる県土をつくる。 

自然豊かな本県にあって、風水害に対する備えは極めて重要である。対策に

あたっては現況調査を実施し、河川事業、砂防事業等による治水施設の整備促

進を図る。特に、土砂災害における災害時要援護者対策や孤立集落対策等の重

点化を推進する。 

地震災害に対する備えとして、公共施設の耐震強化の計画的な実施を図って

いく。緊急輸送道路や鉄道などをまたぐ橋梁や、公営住宅等の耐震補強等を図

るとともに、住宅リフォーム資金融資制度等の活用により民間住宅耐震改修の

促進を支援する。 

特に、被災直後、住民を安

全に避難・誘導するため、避

難所情報の効果的な提供を図

るとともに、避難経路の確保

や避難所の耐震化に努めなが

ら、震災直後の物資輸送を確

保するため、緊急輸送道路の

整備を進める。 

また、土砂災害等が発生す

る恐れのある区域を明らかに

し、一定の行為の制限を行う

土砂災害警戒区域の指定を行

うとともに、土砂災害等危険

住宅移転促進事業により危険

家屋の移転を支援する。 

なお、洪水被害や土砂災害

などが発生した箇所について

は、災害復旧事業により早期

復旧を図るとともに、再度災

害防止に向けた事業を推進す

る。 
 

１

山形県の活断層 
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阪神・淡路大震災以

来の大災害となった

新潟県中越地震が起

こり、新たに孤立集落、

情報伝達、高齢者救済

等が課題となり、さら

に、これまで地震活動

があまり活発でなか

った九州北部の福岡

県西方沖地震、頻繁に

発生する宮城県や三

陸沖の地震など、日本

に生きる私たちは自

然災害の脅威から逃

れることはできない

が、被害を軽減するこ

とは可能である。災害

の教訓に学び、「備え」

を実践していかなけ

ればならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

阪神・淡路大震災を期に，ボラ

ンティア活動や住民の自発的防

災活動が、防災上極めて重要であ

ることを広く認識するきっかけ

となったが、反面、最も身近な住

民防災活動である消防団組織は、

年々その団員数が減少している。

｢まちづくり」活動の一環として、

個人と地域が力を合わせ、地域社

会を維持管理していくことが安

全・安心な暮らしの支えとなり、

地域防災力を高めることにつながっていく。 
 

実現の方策  

 

１．治水、土砂災害対策の推進 
 

洪水・土砂災害・津波等の自然災害から県民の生命と財産を守るために、治

水事業、土砂災害対策事業、津波・侵食対策事業等を推進する。 

一方、災害に対する県民の対応力を強化するとともに、施設能力を超える水

時間雨量５０ｍｍ年間発生回数 

「国土交通省ホームページ」より 

時間雨量１００ｍｍ年間発生回数 

「平成１７年版防災白書」より過去３０年

の地震と海溝型巨大地震等の震源域 

平成１７年度版防災白書より消防団員数の推移 
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最上川赤川水防
演習より

水防団員など

 
最上川赤川水防
演習より  

   
流域の方々へ

 

 

害・土砂災害等が発生した場合に備えるため、ハード対策とあいまって、災害

情報の共有化を図るソフト対策を推進し、住民・市町村・県・国が連携した、

迅速で円滑な警戒避難体制を構築する。 

 

○安全・安心のためのＩＴ活用 

河川・砂防情報システム※において、気象庁と連携した災害警戒情報を発信

するとともに、携帯電話を活用したメール配信など、住民の警戒避難活動

に直結する情報システムの整備 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ※ 河川・砂防システムでは、県内各地の「雨量情報」、「水位情報」、「気象・水防警報」や「土砂

災害警戒情報」などの河川・砂防情報をインターネットや携帯電話によりリアルタイムで知ることが

出来る。また、メールにより洪水警戒・土砂災害警戒情報等の提供を受けることができる。 
 

○ハザードマップの作成を進めるため河川の氾濫解析や津波解析等の推進 

○治水施設の整備を進め、市街地における洪水や内水対策などを推進 

○地震・豪雨などによる土砂災害を防止するため、災害時要援護者対策や

孤立集落対策等の重点化による計画的な整備 

○既設堤防の質的な強化対策、河川・砂防等の観測施設等の耐震補強 

○土砂災害が発生する恐れのある区域について一定の行為制限を行う土砂

災害警戒区域の指定                     など 
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２．災害に強い住まいづくりの推進 
 

大規模地震等の災害から県民の安全を確保するために、住宅・建築物の耐震

化等の推進を図るとともに、被災建築物応急危険度判定・宅地危険度判定業務

の円滑な執行体制を整備する。 

あわせて、土砂災害等による危険住宅の移転と、土砂災害防止事業等との連

携を図り災害危険住宅対策を推進する。 

また、安全な生活環境の整備を促進するため、都市公園や住宅等の防犯性の

向上に努め、防災に優れたまちづくりを実現する。 

 

○計画的撤退と暖かい集住 

・がけ地や水害常襲地帯などの危険なところから撤退するなど、安全な

住み方への考え方を大事にしていく。 

○県住宅リフォーム資金融資制度の活用による民間住宅の耐震改修支援 

○被災建築物応急危険度判定士※１、宅地危険度判定士※２などの養成 

○県営住宅の耐震補強改修及び更新時の耐震化 

○耐震診断補助制度、耐震改修補助制度、危険ブロック塀除却費補助制度

等による市町村への支援                 など 
 

※１ 被災建築物応急危険度判定士とは、被災市町村の要請により、地震直後に二次災害防止のた

め応急的に被災建築物の危険度判定を行う都道府県に認定登録された建築技術者。 
※２ 宅地危険度判定士とは、被災市町村の要請により、被災宅地の危険度判定を行う都道府県に

認定登録された土木・建築技術者。 

 

３．危機管理対策の推進 
 

危機や災害の発生時に、国や市町村との密接な連携により、職員が対策活動

を迅速に行うための執行体制、情報連絡体制、及び応援協力体制等の整備を図

る。 

あわせて、安全な交通ネットワークを形成するため、「緊急輸送道路ネット

ワーク」に基づく信頼性の高い緊急輸送道路の確保に努めるとともに、災害時

に孤立可能性のある地域へのアクセス道路の通行危険箇所の解消などを行う。 

また、国内外の交通の拠点となる空港や港湾の国際安全基準に基づく整備や

維持管理を行う。 

 

○コンピュータを活用した洪水被害の予測 

・局地的な集中豪雨に対処するため、コンピュータによる高速・高精度の

洪水シミュレーションを活用し、県民に情報を提供していく。 

○災害時に迅速かつ的確に業務を遂行できる職員の育成、土木部防災体制

の強化 

○各種団体企業、ＮＰＯやボランティア団体による災害時の支援拡充 

○震災直後の緊急物資輸送を確保するための緊急輸送道路の整備、及び新

幹線を跨ぐ橋梁の耐震補強 
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○落石危険箇所や波浪危険箇所等での道路防災対策を推進し道路災害の未

然防止 

○孤立可能性のある地域へのアクセス道路の防災対策と車両待避所の整備 

○空港・港湾の国際的な安全基準に基づく整備、維持管理     など 

 

広域交流を進める交通基盤づくり（交流） 
 

取り組みの方向 

 

生活や観光、産業など様々な分野で活発な交流・連携を進めるため、圏域内

や国内外などの活動圏域をネットワークし、年間を通して地域の実情や利用者

のニーズに応じた利便性の高い交通基盤を形成する。 

そのため、活動圏域や交通機関の特性に応じて、主に次の整備について重点

的に取り組む。 

活動圏域 重 点 整 備 

県 内 
高速道路網の整備促進、高速交通施設へのアクセス道路の整備

促進、道路の雪害対策、地域交通システムの充実 

隣接県 
高速道路網の整備促進、鉄道ネットワークの機能強化、高速バ

ス路線の充実 

首都圏 
高速道路網の整備促進、鉄道ネットワークの機能強化、航空路

線の充実 

全国各地 
高速道路網の整備促進、鉄道ネットワークの機能強化、航空路

線の充実、仙台空港との連携 

世 界 
航空路線の充実、国際チャーター便の運航、仙台空港との連携、

酒田港の機能強化 

 
 

 

 

 

 高速道路整備の進

展に伴い移動時間が

大幅に短縮し、広域的

に多様な交流が盛ん

になっている。 

 寒河江市の観光さ

くらんぼ園の入園者

数の推移を見ると、高

速道路の供用延長の

進展とともに増加し

ている状況がわかる。 

 

 
  0
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4,000
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6,000

7,000
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年　度

1日あたり交通量
（台）

0
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さくらんぼ園
入園者（人）

山形北IC～寒河江IC　１日あたり通行台数
※　H14以降は山形JCT～寒河江

11km

山形県内
高速道路供用延長

高速道路の供用延長と
交通量、観光客の推移

観光さくらんぼ園 入園者数（寒河江市）

東北自動車道～
寒河江ＩＣ　開通

25km

138km

　高速道路交通量：県交通基盤課高速道路整備推進室資料
　観光さくらんぼ園入園者数：寒河江市商工観光課調べ

２
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酒田港ではリサイ

クル関連企業の立地

によりリサイクル貨

物量が増加している。 

 

 

 

 

 

 

実現の方策 

 

１．高速交通ネットワークの形成推進 
 

多様な交流や連携、産業活動を支え、経済圏の拡大を促進する社会基盤とし

て、高速道路網の整備や鉄道の高速化、航空路線の充実を推進するとともに、

地域の幹線道路、鉄道、空港、港湾、さらには隣接県の交通施設を活用した効

率的な高速交通ネットワークを構築する。 

 

○高速道路網の不連続状態を早期に解消して高速交通のネットワーク化 

○高速交通施設へのアクセス道路整備及び生活圏間主要都市間連携のため

の道路整備により、県土を一体化する道路ネットワークづくり 

○県内外との鉄道ネットワーク機能の強化を図るための調査検討  など 
 

２．世界との交流促進 
 

目覚ましい成長を遂げる東アジア地域をはじめとする世界と、本県の持つ自

然、景観、食の魅力、産業などを通して、人的・物的な交流や連携を促進する

ため、国際航空路線については、仙台空港など他県空港を活用できるようアク

セス強化を図るとともに、県内空港については、国内線の充実に努め、また、

港湾の機能充実を進めていくことで世界とともに発展する基盤をつくる。 

 

○東アジア地域とのチャーター便など国際航空路線の拡充に向けた取り組み 

○山形空港や庄内空港の既設路線の運行拡充や国内主要空港との新規路線開

設に向けた取り組み 

○酒田港港湾計画に基づく港湾の各種施設の計画的整備と利用促進 など 
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酒田港における国際コンテナ貨物と
リサイクル貨物量の推移

 平成15年4月 リサイクルポート指定

リサイクル関連の立地企業 ７社 １３社

資料：酒田港統計年報
　　　　県交通基盤課空港港湾室資料
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３．便利で快適な公共交通対策の推進 
 

通勤や通学、医療、買物などの日常生活を支える移動手段とその利便性を確

保するため、バス・鉄道などの身近な交通機関の運行維持や機能強化を図ると

ともに、高齢者をはじめとする交通弱者等のモビリティ※１を確保するため、新

たな交通システムの検討・普及を支援する。 

 

 ○高齢者など交通弱者のニーズに適合した公共交通システムの構築 

・生活交通路線バスの利便性の維持・確保 

（生活交通路線バスへの支援、高齢者等に配慮した低床バス導入への

支援）  

・新しい交通システムの普及・促進 

（デマンド型乗合タクシー※２導入への支援・検討）     など 
 

※１ モビリティとは、容易に移動できるように，手段や環境が整備されていること。 

※２ デマンド型乗合タクシーとは、利用者が情報センターに電話し、予め定められたエリア

内の任意の乗降車地点を伝えると、一定の時間内に指定された乗車場所に乗合タクシー

が迎車し、他の利用者と乗り合いながら降車希望地に向かうことができ、乗合性である

ことから従来のタクシーより安い料金で利用することができるシステム。 

 

４．冬期間の雪害対策の推進 
 

全国有数の豪雪地帯にあって冬期間においても安定した日常活動を確保する

ため、雪に強く安全で円滑な交通確保が求められている。雪崩や地吹雪などの

雪害を防止する雪寒施設の整備や、雪処理を考慮した道路空間の確保、流雪溝

の整備や適切な除雪体制の充実など、地域の特性に応じた雪対策を構築する。 

 

○冬期間においても、経済・産業活動のための円滑な交通確保を図る雪寒

施設の整備 

○幅広路肩による歩行空間の確保 

・歩道が未整備で、危険な通学路となっている路線の路肩を広げ舗装する

ことにより、歩行者の歩くスペースや冬期間の堆雪箇所として利用する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域に応じた除雪機械を配置し、効率的で効果的な除排雪や路面管理 

○積雪時でも歩道空間が確保できる安全安心な道路空間づくり   など 

狭い路肩を歩き登校（着工前）

（主）高畠川西線（川西町） 
路肩を広げ、歩行空間として利用 

（完了後） 
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 地域力を生み出す生活基盤づくり（暮らし） 
 

 

取り組みの方向 

 

都市部では、地域の特性や個性を生かした地域文化を発信し、観光や買い物

客などの来訪者にとって賑わいがあり魅力ある空間として、交流の拠点となる

まちづくりを進める。あわせて、日常生活空間として高齢者も含め、誰でも快

適に安心して暮せるまちづくりを進める。 

具体的には、中心市街地の活性化を促進するため、郊外への都市的土地利用

の拡大を抑制し、コンパクトで魅力ある都市への再生を図る。このため、市街

地の骨格となる環状・放射状道路や、ボトルネックによる渋滞箇所等を中心に

都市内道路網を整備するとともに歩行空間のバリアフリー化を図り、都市内の

利便性の向上を図る市街地再開発事業等への支援や、中心市街地にある公有地

等を利活用した県営住宅の整備等により、街中居住を促進する。 

また、利便性の高い安全・安心な生活環境づくりのため、生活交流圏の主要

８都市※の中核部におおむね３０分程度で到達できる道路ネットワーク整備や、

物流拠点や観光拠点へのアクセス道路の整備とともに、無散水消雪（散水消雪

含む）、流雪溝等の整備による雪対策の実施や、下水道、河川整備による水循

環系の改善により生活環境の向上を図る。 

さらに、少子高齢化社会に対応し誰もが暮らしやすい居住環境づくりとして、

子育て世代を初めとした家づくりへの支援制度、若年層や県外からの定住希望

者等への宅地供給、ユニバーサルデザインに配慮した住まいのバリアフリー化

などを進めるとともに、住まいのセーフティネット構築のため、PFI による県営

住宅建替事業の実施などを促進する。 

 
※主要８都市は、山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、長井市。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの都市づくりは、拡大・分散化する方向にあったが、今後は、機能を集約化・

集中化・質的に充実する方向に変え、都市のコンパクト化を進める。 
 

 

３

これまでのまちづくり これからのまちづくり 

出典：青森市ホームページから
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資料：カーラーの曲線（１９８１年発表） 

 
 

 

実現の方策 

 

１．都市の拠点性向上の推進 

 
社会構造が「成長型社会」から「成熟型社会」へ変化し、さらに「循環型社

会」の構築が求められている。また、モータリゼーションの進展により街が郊

外へと拡大・分散し、中心市街地の空洞化を招いている。 

 

山形自動車道の山形北ＩＣ～寒河江ＩＣ間に救急車退出路が整備され、山形自動車道に

隣接する山形県立中央病院への緊急患者の輸送時間が大幅に短縮された。 

病院への到着が早ければ早いほど救命率が高い。 

 

出典：（旧）日本道路公団資料から 
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しかし、今後人口減少社会が進展する中でも、都市では利便性が高く・暮ら

しやすく・地域独自の文化に優れた都市機能の充実を図るため、都市的サービ

ス（通勤、通学、通院、買い物、公共サービス等）や文化的サービス（遊、楽、

食など）が維持される必要がある。 

そのため、既存の社会資本ストックの有効利用、環境共生を図りながら、持

続可能なコンパクトシティの形成など中心市街地の活性化を進め都市の拠点性

の向上を推進し地域力を生み出す仕組みを整える。 

 

○都市の骨格となる環状・放射状道路等都市内道路網の整備 

○郊外への都市的土地利用の拡大抑制を図り、コンパクトな都市の再生 

○中心市街地再生のため市街地再開発事業等への支援により、街中居住を

促進し都市内社会資本のバリアフリー化 

○歩行者及び自転車が主役となる道づくり 

・歩道及び自歩道の連続性を重視した道路構造により、歩行者や自転車

が利用しやすい環境整備を行う。 

・中心市街地において、賑わいや回遊性を勘案した人間中心の道路空間、

歩行者空間ネットワークの創出を行う。        など 

 

 

２．生活環境づくりの推進 
 

本県は、旅客・貨物流動とも自動車への依存度が非常に高く、生活基盤とし

ての道路への依存が強い状況にある。 

通勤・通学などの日常的な交通や、医療機関と高速道路等の連結により地域

住民の安全・安心を確保するなど、地域に役立つ利便性の高い交通ネットワー

クの充実を図り、都市と中山間地域からなる生活交流圏域内の経済活動や人的

交流の活性化を図るとともに、中山間地域から都市への人口移動を検討する等、

一層の効率化も進めていく。あわせて、冬期間においても安全に通行すること

ができる消流融雪道路の整備を推進する。 

また、下水道施設の整備により、最上川など公共用水域の水質改善・環境負

荷の低減を図り生活環境の向上に努める。 

 

○高速道路に救急車の退出路設置により救急輸送時間を短縮した事例のよ

うな日常生活を支える新しい取り組みを研究していく 

 （東北横断自動車道から山形中央病院への退出路） 

○生活交流圏の主要８都市の中核部におおむね３０分程度で到達できる道

路ネットワーク整備 

○物流支援や観光振興など県の重要施策を支援し、地域の活力を担うアク

セス道路整備 

○住宅地の既存水路を流雪溝として有効に活用するため、河川や農業用水

路から消流雪用水を確保した事例のように地域のニーズに対応し、県民

がより利用しやすい効果的な施設の再生 
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水量不足による水路の閉塞状況 
（大石田町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○まちにおける水環境の改善 

・利水者等との調整を図りながら、まちの中に流水を復元するとともに

河川水質の改善を検討し、山形ならではの豊かな水環境に包まれたま

ちを再興する。 

○生活排水処理を行う下水道施設を整備し公共用水域の水質改善 

○高齢者運転車両が安全、安心に走行できるような道づくりの検討 

○地域の実情に応じた道路構造による整備 

○交通事故多発地点の解消のための道路整備 

○無電柱化（電線類地中化等）の推進 

○雪に強い道づくり 

  ・冬期間においても、誰もが安全、安心、快適に移動できる車両走行、

歩行空間を確保するため、道路構造を見直し、幅広路肩の整備や歩行

空間の再整備などを図る。 

（下記の取り組みは、歩車道境界ブロックの撤去、電柱の移設、流雪溝

の整備等により、車道除雪車による歩行空間確保が可能となったこと

から除雪費の削減効果に繋がるとともに、流雪溝の整備により地域住

民との協働が実現した事例。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

消流雪用水導入事業の竣工

着工前 
電柱、歩車道境界ブロック等により歩道除雪が困難

（主要地方道） 大石田畑線（大石田町） 

完成後 
車道除雪車での除雪が可能になったうえ、住

民協力により堆雪がなくなった歩道 
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３．誰もが暮らしやすい居住環境づくりの推進 
 

少子高齢化の進展や人口減少など社会情勢の変化により、住宅に対するニー

ズは多岐にわたっている。 

経済的又は社会的理由により住宅を確保することが困難な県民に対して、セ

ーフティネットとしての住宅を確保する。 

また、２地域居住など多様なライフスタイルや地域定住の受け皿となる住宅

施策を展開し、定住人口の集積を進めるなど地域の活性化を図る。 

高齢化社会に対応し、バリアフリーをはじめとするユニバーサルデザインに

配慮した住宅の供給を促進し、安全で安心して暮らせる居住環境の整備・改善

を推進する。 

 

 

○ＰＦＩの導入のように民間の資本、ノウハウを活用した公的住宅整備の

推進による住まいのセーフティネット※１の構築 

○子育て世帯の居住環境の整備支援 

○若年層、ＵＪＩターン※２やＷターン※２（二地域居住）者及び田舎暮らし

志向者等の定住促進と適切な情報発信 

○優れた建築技術の伝承を図りながら県産材活用を促進し、住宅関連産業

の振興 

○ユニバーサルデザインに配慮した取り組み 

 ・住まいのバリアフリー化など。 

※１ セーフティネットとは、経済的な危機に陥っても最低限の安全を保障してくれる社会的な制

度や対策。 

 

※２ もともと都市部に居住していた人が地方部に定住することを「Ｉターン」、地方部に居住し

ていた人で就職等により都市部に定住した人が別の地方部に定住することを「Ｊターン」、

また元の地方部に戻って定住することを「Ｕターン」という。また、「Ｗターン」は、都市

住民が年間「１－３ヶ月連続」または「毎月３日以上で通算１ヶ月以上」、農山漁村などの

同一地域に滞在することを指す。観光客などが一時的に滞在する「交流人口」と「定住人口」

の中間的な考え方。 
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銀山温泉和楽

足湯(公衆浴場

跡地) 

（尾花沢市）

旧六十里越街道(地元中学生の取

組み)（西川町） 

曙町公園(地元住民の取組み) 

（寒河江市） 

狐一巡街道(住民が作った展望台)

（山形市） 

 質の高い持続可能な県土づくり（持続可能な県土） 
 

取り組みの方向 

 

地域の特性を活かした秩序ある土地利用が保たれ、自然環境、歴史、文化、

街並み景観などが保全・継承・創出されている県土をつくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４

行政と地域の協働イメージ

行　政
県民ニーズへの対応
美しい周辺環境
県土づくりの創出

地域ブランド化への支援

舞台装置づくり

地　域
活性化への取り組み
地域資源の再発見
地域情報の発信

地域への愛着
地域への誇り

連携

「地域資源の保全と改善」　「美しい景観づくり」
「活力ある地域づくり」　「魅力ある地域づくり」

美し く 個性的で持続可能なやまがたの創出

＜ 日本風景街道やまがた（仮称）のもたらす変化 ＞

・人との交流を支える
・地域と呼吸し合う

〔迎える地域〕県民、NPO,利用者、企業
・地域を再生できる　　　　・地域をブランド化する
・地域を活性化できる　　　・利用者が楽しく参加できる
・地域の誇りを育てる　　　・社会貢献の場ができる

〔訪れる人〕来訪者、利用者

・新しい発見や感動

・地域に活力をもたらす

・感動を伝え、他に広げる人

〔行政〕県、市町村
・地域と一体化した社会基盤

・看板など負の遺産の精算

・社会基盤管理の効率化

「連携」を大事にした県土づくりのイメージの一例 

（日本風景街道やまがた（仮称）） 
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 社会基盤整備については、財政的制約、維持管理費の増加、人口減少の中で、

「選択」と「集中」による事業の重点化を図るため、県土管理システム※１を適

切に運営していく。事業実施にあたっては質の高い県土づくりの実現のため、

循環型社会の構築に向けた環境対策や、やまがたの美しい景観づくり、歴史・

文化遺産を活かした地域づくり等に取り組むとともに、コスト縮減を推進する。

維持管理においては、柔軟な管理レベルの設定や新技術の導入等による管理コ

ストの縮減、長寿命化など予防保全型の管理を行っていく。 

 また、計画、整備、管理運営の各段階における、県民の参加・協働、ＩＴ技

術の活用や、やまがたルール※２の実践等により、持続性の高い県土をつくる。 
 

※１ 公共事業の評価システムや山形県公共工事コスト縮減行動計画などそのプロセスを実践する

ことで予算の適正執行や事業の効率的効果的執行に繋がっていく。これら既存の適正運用すべ

きシステムを総称してここでは県土管理システムと言う。 

※２ やまがたルールとは、「地域の実情に応じた柔軟な取り組み」として全国一律の標準的なも

のの考え方に変え地域の実情を考慮に入れた柔軟な取り組みルールをいう。 

 

実現の方策 

 

１．県土管理システムの推進 

 
 成熟型社会、循環型社会への対応が求められる中、限られた県土の土地利用に

ついては、都市的土地利用の拡大抑制を図り、農業地域や森林自然公園地域等

との調整を図りながら、良好な自然環境を保全していく。 

また、県民の価値観が多様化し、財政的制約や維持管理費が増加する中で、

社会基盤整備を担う公共事業は、透明性を持った客観的判断のもと、限られた

予算を適正かつ有効に執行していくことが求められている。 

 今後とも、必要な社会基盤の計画的な整備や適正な更新などを進めていくた

めに県土管理システムの適切な運用を図り、ライフサイクルコストを考えた施

設設計など地域の実情に応じた柔軟な整備基準の策定実践や、住民・市町村と

連携した計画・利活用・維持管理の推進など、持続可能な県土づくりを進めて

いく。 

 また、公共投資額の減少傾向にある中で、県土づくりや施設の維持管理の担

い手である建設産業の振興と安定化を図るため、技術力・経営力の強化や新分

野進出などの構造改善を支援していく。 

 

○事業評価の適切な運用・実施、公共工事コスト構造改革の推進、入札・

契約制度の改善 

○更新施設の選択 

・今後更新レベルの差別化や更新の必要性を評価していく。 

○IT技術の活用と市町村への拡大 

 ・入札の透明性、競争性、公平性の確保と入札参加業者の利便性向上を

図る「電子入札」の導入や公共工事の品質確保につながる CORINS※１や

TECRIS※２などの情報データベースの活用を図るとともに市町村への拡
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大も働きかけていく。 

○ライフサイクルコストを考えた施設設計の取り組み 

○やまがたルールの実践 

○建設産業の振興と構造改善への支援等の取り組み      など 
  

※１ CORINS（コリンズ：工事実績情報サービス）とは、（財）日本建設情報総合センター（JACIC：

ジャシック）が提供している工事実績情報のデータベースをいう。 
※２ TECRIS（テクリス：測量調査設計業務実績情報サービス)とは、（財）日本建設情報総合セン

ターが提供している業務実績情報のデータベースをいう。 

 

２．環境対応施策の推進 

 
「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済システムによる深刻な環境問題

解決のため、環境への負荷を低減し、安全・安心な社会で持続可能な資源循環

型社会を構築する。 

○環境保全の努力 

・計画段階において、土地の改変や自然環境への影響を低減するようル

ートや工法を選定。工事の実施においては、大気汚染や騒音、振動な

どの公害防止に努めるとともに、環境資源や生態系への影響を最小限

となるよう配慮していく。 

  ○３Ｒの実践による循環システムの推進 

    Reduce（廃棄物の発生抑制）、Reuse（再利用）、Recycle（再生利用） 

   （建設副産物のリサイクル、支障木の有効利用など） 

○バイオマス※資源の活用 

・下水汚泥を地域資源と捉え利活用を図っていく。（堆肥化、燃料化、

建設資材化等） 

  ○建設工事に伴い発生する建設副産物のリサイクル及び適正処理の推進 

   など 

 
※ アシストとは、アダプト団体の協力要請を受けアシスト企業が建設機械などを提供することを

言う。 
※ バイオマスとは、もともと生物（bio）の量（mass）のことであるが、今日では再生可能な、

生物由来の有機性エネルギーや資源（化石燃料は除く）をいうことが多い。 

基本的には草食動物の排泄物を含め 1 年から数十年で再生産できる植物体を起源とするものを

指す。エネルギーになるバイオマスの種類としては、木材、海草、生ゴミ、紙、動物の死骸・糞

尿、プランクトンなどの有機物がある。 

バイオマスエネルギーは CO2 の発生が少ない自然エネルギーで、古来から薪や炭のように原始

的な形で利用されてきたが、今日では新たな各種技術による活用が可能になり、化石燃料に代わ

るエネルギー源として期待されている。 

 

３．地域をつくる県民参加の推進 
 

人々の価値観や社会構造の変化に的確に応え、さらに、住民に身近な公共施

設として機能させるため、多様性と個性を重視する社会システムへの転換を目

指し、県民参加による個性的で活力のある地域づくりを推進する。 



 - 53 -

○地域住民、ＮＰＯ、企業、市町村などと協働による地域づくり活動の実

施支援 

○アダプト・アシスト事業による河川等での公益活動 

○マイロードサポート事業による地域に根ざした道路美化団体の育成支援 

○社会基盤の維持管理とさらなる利活用を目指し、利用者が楽しみ、企業

が社会貢献できる新しい仕組みを構築していく。新しい仕組みには、国

が取り組みを始めた「日本風景街道」※の手法（沿線地域資源の保全や整

備と観光振興の両立）を活用し、新しい社会基盤の管理・活用手法を確

立していく。 

○住民の手で河川の自然環境向上と美化を図るため、「河川農園」（仮称）

など、地域を主体とする河川の環境保全活動を促進する仕組みづくりを

進めていくとともに、地域の様々な活動などを河川全体へ、さらには、

森から海に至るまで広げていくための相互支援とネットワーク構築を進

めていく。                     など 
 

 

 

 
 

※日本風景街道（シーニックバイウェイ・ジャパン）とは、地域住民や企業と行政の協働により①道

の担う役割の復古・再生、②地域の資産の活用、③新たな・多様な価値の創造、④使われ方の負の

遺産の清算等を目的として、都市部や郊外部などそれぞれの特徴に応じ地域固有の自然、歴史、文

化、風景などをテーマに、“訪れる人”と“迎える地域”の豊かな交流による地域コミュニティの

再生を目指した美しい道路空間の形成を図るプロジェクトである。 

 

４．使い続ける維持管理の推進 
 

 道路や河川、公園などの社会資本を安全・快適に使い続けるため、また、長期

にわたり高い機能を維持し県民に提供し続けるため、効率的・効果的な維持管

理に取り組む。 

 

○課題の発見・改良（使い・活かし続ける努力） 

・時代の変化や県民ニーズの多様化に対応し、常により良いものに改良

していく。 

 ・地域の実情をよく理解し、工夫を凝らして創る努力をしていく。 

○新技術の導入（開発）により整備や管理コストの縮減を図りながら長寿

命化を図っていく。 

○こまめな点検や対策に手間をかける予防保全型の管理を行っていく（ア

セットマネジメント※） 

○柔軟な管理レベルの設定 

庄内浜を一斉清掃する「クリーンアップ・ザ・庄内海岸」 

 

海岸環境を保全し、「ゴミを減らし・捨てない・捨てさ

せない」県民運動として定着しつつある。 

  
市民らによる一斉清掃(由良海水浴場）（鶴岡市） 
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・前例にとらわれず、交通量や利用者数から判断し、柔軟に管理レベル

を設定していく。                    など 

 
※アセットマネジメントとは、経済の分野で頻繁に使用される用語であるが、最近は社会基盤施設

に対しても使用される。 

現状の構造物の状態、例えば、健全度、劣化の状態、損傷の程度などを客観的に把握・評価し、

中長期的に資産の状態を予測するとともに、維持・管理や更新について、いつ実施するか、どの

構造物から実施するか、どのレベルまで回復させるかなど最適な解を求めることで、計画的かつ

効率的に管理することであり、更新時期の平準化と維持管理費用の最小化を図りながら、対症療

法型から予防保全型の管理を行っていく手法である。 

 

５．やまがたの美しい景観づくりの推進 
 

 山形には、良好な自然景観やすぐれた歴史的な景観などが多数存在する。この

美しい県土景観を県民の資産として、保全・継承しながら、さらに新たな景観

の創出に取り組む。 

 

  ○山形の美しい県土景観の保全・継承 

   ・本県の美しい県土景観は県民共通の財産である。この県土景観を保全・

継承するために、景観法に基づき景観計画および景観条例を制定する。 

  ○地域に住んでいる人も訪れる人も楽しめる景観の創出 

   ・良好な景観形成は地域住民に豊かさをもたらし、また、交流人口の拡

大を促進する。 

   ・観光振興にも寄与する景観の創出を官民協力して推進していく。 

 

６．山形の歴史などを活かしたまちづくり、地域づくりの支援 
 

 山形にある歴史的遺産、文化遺産、豊かな自然などを活かし、県民の地域づく

り活動を支援する。 

また、地域の沿道景観や自然景観の保全・創出に取り組み、新たな観光資源

として活用するなど、地域の活性化に取り組む。 

 

○社会基盤を地域の財産として認識し合い、活用する手法の導入 

   ・社会基盤を登録有形文化財（文化庁）や景観重要建造物として位置付

け、地域で認識するとともに広く情報発信し、それがまちづくり・地

域づくりなど地域の意欲を広げ観光等につなげていく取り組みを行っ

ていく。 

○アルカディア街道復興計画※の取り組み          など 

 
※ 明治の初め、英国人旅行家イザベラ・バードが日本を訪れ（１８７８年）、山形を「アジアのアル

カディア」と激賞している。それから１３０年経つ今、バードは当時と同じように誉めてくれるであ

ろうか。答えはノー。そこで、バードにもう一度「やっぱり山形はアルカディアだ」と言わしめる県

土づくりを目指そうと平成１３年度に土木部において「アルカディア街道復興計画基本構想」を取り

まとめた。 

 長い年月のうちに光を失ってしまった地域の宝を再度磨いて輝きを取り戻そうという取組みである。 


