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3.2.7 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容そ 

の他の状況 

 

   環境保全等を目的正した法令による規制状況は、表 3.2.7-1 に示す。 

 

   表 3.2.7-1 法令規制状況一覧 

地域指定の有無 法 令 地域指定等 

事業実施区域 調査範囲 

環境基準類型指定（水質汚染） × ○ 環境基本法 

環境基準類型指定（騒音） × × 

特定工場等の騒音規制区域 × × 

特定建設作業の騒音規制区域 × × 

騒音規制法 

自動車騒音の規制区域 × × 

特定工場等の振動規制区域 × × 

特定建設作業の振動規制区域 × × 

振動規制法 

道路交通振動の規制区域 × × 

原生自然環境保全地域 × × 自然環境保全法 

自然環境保全地域 × × 

自然環境保全地域 × ×  (自然環境保全条例) 

郷土環境保全地域 × ○ 

国立公園 × × 

国定公園 × × 

自然公園法 

県立自然公園 × × 

史跡，名勝，天然記念物 × ○ 

重要伝統的建造物群保存地区 × × 

文化財保護法 

周知の埋蔵文化財包蔵地 ○ ○ 

 (文化財保護条例) 史跡，名勝，天然記念物 × ○ 

鳥獣保護区 ○ ○ 鳥獣保護及び狩猟ニ関

する法律 特別保護地区 × ○ 

森林法 保安林 ○ ○ 

国有林野法 国有地 ○ ○ 

温泉法 法第 12条の許可を受けた温泉 × × 

急傾斜地の崩壊による 

災害防止に関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域 × ○ 

砂防法 砂防指定地 ○ ○ 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 × × 

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域 ○ ○ 

長野県景観条例 山形村，朝日村 全域 ○ ○ 

松本市景観条例 松本市 全域 ○ ○ 
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3.2.7.1 環境基準型の指定状況 

 

  ａ．水質汚染に係る環境基準 

    「平成25年版 松本市の環境（平成24年度）」によれば，水質汚染の環境基準における河川の類型でＡ

Ａ類型又はＡ類型に指定されている。 

水質汚濁に関する環境基準を表 3.3.7-1，3.3.7-2に示す。 

          

表 3.3.7-1 人の健康の保護に関する環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.3.7-2 生活環境の保全に関する環境基準（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｂ．騒音に係る環境基準 

    環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10 

年環境庁告示第64号)第1に掲げる地域の類型及び地域については，松本市「環境基本法の規定に基づく騒 

音に係る環境基準の地域の類型及び地域の指定（平成24年 告示第120号）」により対象事業実施区域周 

辺は指定されていない。 
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  3.2.7.2 騒音規制地域の指定状況                                                                                  

     騒音規制法(昭和 43 年法律第 98号)第 3条第 1項の規定に基づく規制地域及び同法第 4条第 1項 

の規定に基づく規制基準、特定建設作業に伴って発 生する騒音の規制に関する基準(昭和 43年厚生

省、建設省告示第 1号)別表に基づく指定区域並びに騒音規制法第 17条第 1項の規定に基づく指定

地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成 12 年総理府令第 15条)備考の 1に基づく区域 

について，松本市「騒音法の規定に基づく規制地域及び規制基準等（平成 12年 第 371 号）」によ 

り対象事業実施区域周辺は指定されていない。 

 

  3.2.7.3 振動規制地域の指定状況 

     振動規制法(昭和 51 年法律第 64号)第 3条第 1項の規定による規制地域、同法第 4条第 1項の規 

定による規制基準、振動規制法施行規則(昭和 51 年総理府令第 58号。以下「規則」という。)別表 

第 1付表の規定による指定区域並びに規則別表第 2の規定による区域について，松本市「振動規制 

法の規定に基づく規制地域及び規制基準等（平成 12年 372 号）」により対象事業実施区域周辺は 

指定されていない。 

 

3.2.7.4 自然環境保全地域の指定状況                      

         対象事業実施区域周辺には，自然環境保全法に基づく自然環境保全地域はないが，「長野県自然 

環境保全条例（昭和 46年長野県条例第 35号）」に基づく指定として，郷土環境保全地域を表  

3.2.7-3，図 3.2.7.1 に示す。 

 

表 3.2.7-3 郷土環境保全地域 

地域名 関係市町村 
面積 

（ha） 
指定年月日 指定理由 

清水寺 山形村 78.00 平成 11年 1月 14 日 郷土的・歴史的 

長野県 HP「郷土環境保全地域指定状況一覧表」（環境部自然保護課） 

 

   3.2.4.5 自然公園の指定状況  

近傍には上信越高原国立公園があるが，対象事業実施区域周辺には，自然公園法に基づく自然 

公園はない。 
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  3.2.7.6 史跡，名勝，天然記念物の指定状況 

  （１）文化財 

対象事業実施区域の各市町村における有形文化財，史跡，天然記念物については，「群馬県文化

財便覧Ⅱ（指定等文化財編 平成 10 年度版）」各市町村の文化財資料およびホームページ等により，

表 3.2.7-4 および 図 3.2.7-2 に示すとおり，県指定が 4 件，市町指定が 69 件，合計 73 件の文

化財が分布している。 

 

   表 3.2.7-4 文化財指定状況 

　 区　分 種　　　　　別 № 指　定　等　物　件　明 所　在　地
県指定 史跡 1 旧野麦街道 奈川ワサビ沢

天然記念物 2 大野田のフジキ 安曇タテ394
市指定 名勝 3 天狗の滝 奈川1629-1ほか

4 林照寺庭園 奈川2462
天然記念物 5 入山の御殿桜 奈川4641-6

6 入山のトチの群生 奈川4879-1
7 追平のシダレグリ 奈川1921-1
8 カラカサスギ 波田菖蒲沢

村指定 史跡 9 竹田穴観音古墳 山形村４７５０
有形文化財 10 清水寺経典 山形村７７６４

11 清水寺三重塔 山形村７７６４
12 清水寺山門 山形村７７６４
13 清水寺釈迦如来 山形村７７６４
14 清水寺聖観音 山形村７７６４
15 清水寺鐘楼 山形村７７６４
16 清水寺地蔵菩薩像 山形村７７６４
17 清水寺大日如来像 山形村７７６４
18 清水寺唐塔 山形村７７６４
19 清水寺仁王尊 山形村７７６４
20 清水寺普賢菩薩 山形村７７６４
21 清水寺本尊 山形村７７６４
22 清水寺本堂 山形村７７６４
23 清水寺前立本尊像 山形村７７６４
24 清水寺文珠菩薩 山形村７７６４
25 殿村古墳出土墨書土器「錦服部」 山形村ふるさと伝承館
26 淀の内遺跡出土ひすい製大珠 山形村ふるさと伝承館

天然記念物 27 椹清水座禅草群生地 山形村本沢
28 枝垂桜 山形村７７６４
29 地蔵様のアカマツ 山形村１４１７
30 宗福寺のコウヤマキ 山形村７８９－４
31 アララギ 山形村７７６４
32 池ノ戸カタクリ群生地 山形村池の戸
33 小坂諏訪社のケヤキ 山形村３３８９
34 旧酒屋のカヤ 山形村３５１０－１

県指定 県宝 35 光輪寺薬師堂 朝日村西洗馬７２９
36 光輪寺木造日光菩薩立像・月光菩薩立像 朝日村西洗馬７９６

村指定 建造物 38 古川寺の観音堂 朝日村大字古見１１４６
美術工芸品 39 光輪寺薬師堂本尊薬師如来像 朝日村西洗馬７２９

40 光輪寺四天王像（４体） 朝日村西洗馬７２９
41 光輪寺薬師堂十二神将（１２体） 朝日村西洗馬７２９
42 光輪寺木造不動明王立像 朝日村大字西洗馬７９６
43 古川寺聖観世音菩薩立像 朝日村古見１１４６
44 古川寺木造不動明王立像 朝日村大字古見１１４６
45 古川寺阿弥陀如来坐像 朝日村大字古見１１４６
46 古川寺和時計 朝日村大字古見１１４６
47 古川寺の小笠原秀政禁制 朝日村古見１１４６
48 鉄製内耳鍋（小） 朝日村

史跡 49 旭城跡 朝日村大字古見１９２２ほか
史跡・学校 50 一新学校跡 朝日村

51 立志学校跡 朝日村
52 古見学校跡 朝日村
53 勉智学校跡 朝日村
54 拡智学校跡 朝日村

松
本
市

朝
日
村

山
形
村
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　 区　分 種　　　　　別 № 指　定　等　物　件　明 所　在　地
村指定 史跡・学校 55 欽明学校跡 朝日村

56 駒込学校跡 朝日村
57 御馬越分教場跡 朝日村
58 針尾学校跡 朝日村
59 朝日中学校跡・朝日小学校跡 朝日村
60 朝日尋常高等小学校跡 朝日村
61 鋭意学校跡・小野沢学校跡 朝日村
62 朝日尋常高等小学校高等科跡 朝日村
63 小野沢学校跡 朝日村
64 明倫学校跡・小野沢学校支校跡 朝日村
65 西洗馬学校跡 朝日村
66 洗幣学校跡 朝日村
67 西洗馬学校跡 朝日村

天然記念物（動植物） 68 古川寺周辺のカタクリの群落 朝日村古見１１４６
69 古川寺周辺のヒメギフチョウ 朝日村古見１１４６

天然記念物（樹木） 70 上条氏のカヤ 朝日村古見芦ノ窪

71 諏訪神社のモミ
東筑摩郡朝日村大字小野沢
463

72 大日堂のヒガンザクラ 朝日村上組
73 中村氏のハナノキ 朝日村西洗馬中坂

朝
日
村

 

出典：松本市，山形村，朝日村 HP 文化財情報  
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市町村 地区 名称 所在地 遺跡番号
松本市 波田 唐沢遺跡 松本市波田中波田 9

中下原遺跡 松本市波田中波田 10
安曇 蒲田遺跡 松本市安曇稲核 1

上ノ平遺跡 松本市安曇稲核 2
奈川 入山遺跡 松本市奈川入山 1

半場坂遺跡 松本市奈川田ノ萱 2
下島遺跡 松本市奈川古宿 3
三戸平遺跡 松本市奈川古宿 4
宮道遺跡 松本市奈川古宿 5
渚の尻 松本市奈川黒川渡 6
学問遺跡 松本市奈川黒川渡 7
中島遺跡 松本市奈川黒川渡 9
ミドウ原遺跡 松本市奈川金原 14
上ノ原遺跡 松本市奈川金原 15
大原，小原遺跡 松本市奈川金原 16
タカソメ遺跡 松本市奈川金原 17
北ノ原遺跡 松本市奈川追平 18
洞の沢遺跡 松本市奈川追平 19
曽倉沢遺跡 松本市奈川追平 20
小沢寺裏遺跡 松本市奈川曽倉 21
天ヶ沢遺跡 松本市奈川曽倉 22
多聞畑遺跡 松本市奈川寄合渡 23
一里塚遺跡 松本市奈川寄合渡 24
木曽路原遺跡 松本市奈川寄合渡 25
水上沢遺跡 松本市奈川神谷 26
奧の原遺跡 松本市奈川神谷 27
コガサ遺跡 松本市奈川保平 28
一の沢遺跡 松本市奈川保平 29
大唐沢 松本市奈川保平 30

山形村 横手ヶ崎遺跡 山形村上大池 1
洞遺跡 山形村上大池 2
淀ノ内遺跡 山形村上大池 3
下耕地遺跡 山形村上大池 4
窪遺跡 山形村上大池 5
豆沢遺跡 山形村上大池 6
野際遺跡 山形村中大池 7
清水遺跡 山形村小坂 8
寺林遺跡 山形村小坂 9
堂村遺跡 山形村小坂 10
石原田遺跡 山形村小坂 11
宮村遺跡 山形村小坂 12
中島遺跡 山形村小坂 13
中原遺跡 山形村中大池 14
中町立道西遺跡 山形村下大池 15
下村遺跡 山形村下大池 17
四ッ谷遺跡 山形村上竹田 20
穴観音遺跡 山形村上竹田 21
美野里ヶ丘遺跡 山形村 23
清水寺遺跡 山形村 34
官行造林遺跡 山形村 35
大久保古墳群 山形村 36

朝日村 熊久保遺跡 朝日村古見桜ヶ丘 8
芦ノ久保遺跡 朝日村古見中古見 12
芦ノ久保遺跡２ 朝日村古見中古見 13
麦ヶ窪遺跡 朝日村古見横出ヶ崎 14

 （２）遺跡，古墳の分布状況 

対象事業実施区域周辺の遺跡，古墳について，岐阜県及び各市町村の遺跡地図等により分布状況

を整理した結果を，表 3.2.7-5 及び図 3.2.7-3 に示す。 

       

    表 3.2.7-5 埋蔵文化財分布状況一覧表 
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    出典：波田町誌（昭和 62 年波田町誌編集委員会），安曇村誌（平成 9 年安曇村誌編集委員会）， 

奈川村誌（平成 6 年奈川村誌編集委員会），村誌やまがた（昭和 55 年山形村誌編集委員会）， 

朝日村 HP 
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市町村 地区 名称 所在地 遺跡番号
朝日村 城西遺跡 朝日村古見古見原 15

山鳥場遺跡 朝日村西洗馬ふたば台 16
大日遺跡 朝日村西洗馬上組 18
三ヶ組遺跡 朝日村西洗馬三ヶ組 19
中村遺跡 朝日村西洗馬中組 20
社宮司遺跡 朝日村西洗馬原新田 22
東電南遺跡 朝日村小野沢 23
がんま平遺跡 木祖村小木曽 18
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3.2.7.7 鳥獣保護区の指定状況                      

対象事業実施区域周辺に，鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（平成 10年法律第 110 号）に基づく鳥獣

保護区として，図 3.2.7-4 及び表 3.2.7-6 に示す。 

 

表 3.2.7-6 鳥獣保護区 

名 称 設定区分 所在地 面積(ha) 期限 

奈川 県 松本市 3,265 H26.10.31 

波田町黒川 〃 松本市 2,032 H27.10.31 

 

3.2.7.8 保安林の指定状況 

対象事業実施区域周辺における森林法（昭和 26年法律第 249 号）に基づく保安林の指定状況図

3.2.7-5 に示すとおりである。 

 

3.2.7.9 国有林の状況 

対象事業実施区域周辺における国有林野法（昭和 26年法律第 246 号）に基づく国有林の指定状

況は，図 3.2.7-6 に示すとおりである。 

 

3.2.7.10 温泉の状況 

対象事業実施区域周辺における温泉法（昭和 23年法律第 125 号）に基づく温泉地は，表 3.2.7-7 

に示す通りである。 

表 3.2.7-7 温泉地 

地域指定 根 拠 法 令 関 連 範 囲 

温泉地 温泉法 

（昭和 23年法律第 125 号） 

松本市安曇：せせらぎの湯 

松本市奈川：渋沢温泉 

 

3.2.7.11 急傾斜地崩壊危険区域の指定状況 

対象事業実施区域周辺における急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律（昭和 44 年法律第

57号）に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定状況は，図 3.2.7-7 に示すとおりである。 

 

3.2.7.12 砂防指定地の指定状況 

対象事業実施区域周辺における砂防法（明治 30 年法律第 29 号）に基づく砂防指定地の指定状況

は，図 3.2.7-8 に示すとおりである。 

 

3.2.7.13 地すべり防止区域の指定状況 

対象事業実施区域周辺における地すべり等防止法（昭和 33年法律第 30号）に基づく地すべり防

止区域の指定はない。 

 

3.2.7.14 土砂災害警戒区域の指定状況 

対象事業実施区域周辺における土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成 12 年法律第 57 号）に基づく土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域の指定状況は，図

3.2.7-9 に示すとおりである。 

 

   3.2.7.15 景観条例の指定状況 

松本市については「松本市景観条例」で全域が景観計画区域に指定されている。 

また，山形村，朝日村については「長野県景観条例」で景観育成重点地域の指定はないが，景観

計画区域に指定されている。 


