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はじめに
『緑の基本計画』とは
『緑の基本計画』とは、市町村が緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策な
どを定める基本計画です。都市緑地法第４条に規定があり、これにより、緑地の保全及び緑化の推
進を総合的、計画的に実施することができるとされています。同計画には、概ね次の内容を定める
ものとされています。
○緑地の保全及び緑化の目標
○緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
○地方公共団体の設置に係る都市公園の整備方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進
の方針に関する事項
○特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項
・緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
・土地の買い入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
・管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
・その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
○緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域であって重点的に緑地の保全に配慮を加える
べき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
○緑化地域における緑化の推進に関する事項
○緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区にお
ける緑化の推進に関する事項
平成 20 年（2008 年）３月に策定した『佐久市緑の基本計画』
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第１章 計画改定の背景と目的
１.１ 改定の背景と目的
『佐久市緑の基本計画』
（以下「本計画」といいます。）は、平成 20 年（2008 年）３月の策
定後 10 年を経過し、人口減少や少子高齢化などの社会情勢や、緑に関する法制度の改正※など緑
を取巻く状況も変化してきています。
これらの変化に対応し、かつ、上位･関連計画との整合を図るため、現行計画（以下「前回計画」
といいます。
）の改定を行うこととしました。

１.２ 対象とする緑と計画範囲
本計画の対象範囲は、基本的には都市計画区域内（下図において赤色点線で示す範囲内）になり
ます。ただし、本市では森林や河川、農地を含め、都市計画区域と連続した緑を対象とすることが
望ましいと考えられることから、市域の全範囲を対象に計画内容を示した上で、緑地整備など具体
的な施策については都市計画区域で重点的に進めるものとします。
計画対象範囲

出典：国土数値情報

※緑（公園･緑地）に関する法制度の主な改正状況
○都市公園法の改正
・都市公園の設置基準、配置及び規模の基準等について自治体独自の設定が可能に（平成 24 年（2012 年）
）
・都市公園の再生･活性化のために民間事業者の参入を促す制度の創設･改正（平成 29 年（2017 年）
）
○都市緑地法の改正（平成 29 年（2017 年）
）
・民間による市民緑地の整備を促す制度の創設
・緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充
・緑の基本計画への記載事項（都市公園の管理の方針など）の拡充
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１.３ 計画対象期間
本計画は、平成 31 年度（2019 年度）から 2028 年度までの 10 年間の計画です。

１.４ 計画の位置付け
本計画は、都市緑地法第４条※に基づくもので、上位計画である『第二次佐久市総合計画』や『第
二次国土利用計画（佐久市計画）
』
、
『佐久市都市計画マスタープラン』のほか、土地利用や景観、
環境、農地、森林に関する計画、その他関連法令の内容を踏まえて策定します。
佐久市緑の基本計画の位置づけ

上位計画

第二次佐久市総合計画
第二次国土利用計画（佐久市計画）

関連計画

佐久市都市計画
マスタープラン

佐久市立地適正化計画
佐久市景観計画
第二次佐久市環境基本計画

佐久市緑の基本計画

第２次
佐久市農業振興ビジョン
都市緑地法

佐久市森林整備計画

都市公園法
佐久市公園条例
※都市緑地法第４条
市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講
じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を
定めることができる。
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第２章 佐久市の概況と緑に関する現況
２.１ 位置・交通
本市は、長野県歌「信濃の国」に謳われている４つの平のうちの一つである、佐久平の中央に位
置しています。市内の地域は浅間、東、中込、野沢、臼田、浅科、望月と大きく７つの地域に分け
られます。
隣接する自治体としては、長野県では小諸市、茅野市、東御市、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、
立科町の７市町、群馬県では下仁田町、南牧村の２町村の計９市町村と隣接しています。
また、鉄道は東京から金沢を結ぶ北陸新幹線の佐久平駅があり、市の中央部を南北に JR 小海線
が縦断しています。高速道路は上信越自動車道を介して、首都圏まで約 110 分、日本海圏まで約
90 分で結ばれ、さらに佐久−静岡間を約 120 分で結ぶ延長約 132km の中部横断自動車道の整
備も進められ、現在佐久穂町の八千穂高原インターチェンジまで供用開始されています。
佐久市の隣接市町村･地域区分･高速交通網

出典：国土数値情報
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２.２ 地形・水系
本市の市街地の標高は約 700ｍで、周囲を浅間山（2,568ｍ）
、赤岳（2,899ｍ）をはじめと
する八ヶ岳連峰、蓼科山（2,531ｍ）
、荒船山（1,423ｍ）の雄大な山並みに囲まれています。
市の南北には日本一長い川である千曲川（信濃川）が縦断し、その支流にあたる湯川、鹿曲川、
香坂川などの一級河川が市内を流れています。
市域は東西に 32.1km、南北に 23.1km で、面積は 423.51km２となっています。
佐久市の地形と水系

出典：国土数値情報

２.３ 気候・気象
本市の気候は高燥冷涼で、寒暖の差が大きい内陸性の気候です。平成 20 年（2008 年）から
平成 29 年
（2017 年）
までの 10 年間の年間平均気温は 11.0℃と低く、
年間降水量は 925.5mm
となっています。
年間の日照時間は 2,176.1 時間と晴天率が高く、全国でも有数の日照時間の長い地域となって
います。そのため近年、森林や農地への太陽光発電設備の設置が増えるなど、自然環境や景観への
影響に対する懸念も高まっています。
佐久市における過去 10 年間の気象データ（平成 20 年（2008 年）→平成 29 年（2017 年））
年

合計

2008 993.5
2009 833.5
2010 1210.0
2011 930.5
2012 836.0
2013 934.5
2014 911.5
2015 835.5
2016 971.0
2017 799.0

平均

925.5

降水量（ｍｍ）
最大
日最大
1時間 10分間 日平均

58.5
59.5
*50.0
62.5
48.5
130.0
60.0
38.5
47.5
85.0

34.0
18.0
*43.0
36.5
21.5
41.5
31.0
21.5
31.5
25.0

*10.5
19.5
12.5
14.0
15.5
21.0
10.0
13.5
14.5

10.7
10.9
11.3
10.6
10.5
11.1
10.5
11.5
11.7
10.8
11.0

気温（℃）
平均
最高
日最高 日最低

16.8
17.2
17.6
17.2
16.7
17.8
17.0
18.0
18.2
17.3
17.4

5.6
5.7
6.2
5.0
5.2
5.4
5.1
6.3
6.3
5.2
5.6

35.1
33.6
35.5
36.0
35.3
36.3
35.1
36.5
34.3
34.4
35.2

最低

-13.1
-13.5
-13.2
-13.9
-15.7
-15.2
-13.2
-11.6
-15.5
-13.2
-13.8

平均
風速

風向・風速（ｍ/ｓ）
最大風速
最大瞬間風速
風速
風向
風速
風向

1.0 7.0 南西
1.1 *6.6 東南東
1.3 7.2 南南西
1.4 7.7 西北西
1.4 8.2 西北西
1.5 7.9 北西
1.4 8.2 南西
1.4 8.0 南西
1.3 9.1
南
1.4 9.4 西北西
1.3

*14.2 南西
*17.5 南西
16.6 南西
17.3
西
19.0 西北西
17.2 南西
18.2
西
18.2 南南西
21.7 北西

日照
時間
（ｈ）

1963.3
2009.9
2084.7
2248.8
2225.4
2382.4
2234.5
2105.2
2208.8
2297.5
2176.1

-：データなし *：参考値

出典：国土交通省
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２.４ 植生
本市の市街地付近の植生は、主に水田や畑地の雑草群落で、都市計画区域の縁辺部にはカスミザ
クラ―コナラ群落やカラマツ植林、アカマツ群落などが広がっています。これらの中に、次項で示
す国指定の天然記念物「岩村田ヒカリゴケ産地」や県指定の天然記念物「王城のケヤキ」、市指定
の天然記念物「白山神社イチイの古樹」をはじめとする貴重な植物個体や植物群落が存在していま
す。
一方で、アレチウリやオオキンケイギクなどの外来種の侵入･繁茂も確認されており、既存の生
態系に悪影響を及ぼす懸念がある中で、本来の生態系を守り、貴重な植物などを保全する対策が求
められています。
佐久市の植生（平成 10 年（1998 年）
）

出典：自然環境保全基礎調査 第５回植生調査(植生自然度調査)

佐久市の天然記念物

２.５ 天然記念物
市内には文化財保護法に基づく天然
記念物が各所にあり、国指定が１件、
県指定が３件、
市指定が 14 件の計 18
件（平成 29 年（2017 年）6 月 5 日
時点）となっています。

指定
国
県
県
県
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市
市

名称
岩村田ヒカリゴケ産地
王城のケヤキ
広川原の洞穴群
臼田トンネル産の古型マンモス化石
白山神社イチイの古樹
野沢町の女男木
チョウゲンボウ
お神明の三本松
入沢風穴
黒沢家コナラ
児落場峠天然カラマツ
関所破りの桜
勝手神社のケヤキの木
山の神のコナラ群
小野山家のエドヒガン
蓮華寺のスギ
大井家のエドヒガン
福王寺のヒイラギ

所在地
岩村田
岩村田
田口
中込
常和
野沢
伴野・鳴瀬
上小田切
入澤
湯原
入澤
甲
御馬寄
春日
春日
春日
協和
協和
出典：佐久市
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２.６ 自然公園
自然公園法に基づく自然公園は３種類（国立公園、国定公園、県立自然公園）ある中で、本市で
は、八ヶ岳中信高原国定公園と妙義荒船佐久高原国定公園が市域に重なっています。
佐久市の自然公園（平成 27 年（2015 年）
）

妙義荒船佐久高原国定公園

八ヶ岳中信高原国定公園
出典：国土数値情報

２.７ 森林地域の区分
市域に占める森林面積の割合は約６割で、このうちかなりの部分が各法制度に基づいて国有林や
地域対象民有林、保安林に指定され、必要な整備や保全が図られています。
一方で、近年の林業の衰退により整備の行き届かない森林も多くみられ、シカなどによる食害や
松くい虫（マツ材線虫病）による被害の発生も相まって、豊かな森林を維持していくための対策が
求められています。

佐久市の森林地域の区分（平成 27 年（2015 年）
）
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出典：国土数値情報

２.８ 人口動態
国勢調査の結果に基づき、平成 17 年（2005 年）から平成 27 年（2015 年）までの地区別
人口変化をみると、浅間地域など市街地の一部地区で増加がみられますが、市全体としては減少傾
向にあります。
平成 31 年（2019 年）から 2028 年までの人口推計をみると、人口増を示している地区はご
くわずかで、人口減に歯止めをかけるための施策が求められています。
佐久市の地区別人口変化（平成 17 年（2005 年）→平成 27 年（2015 年）
）

出典：国勢調査

佐久市の地区別人口推計（平成 31 年（2019 年）→2028 年）

平成 22 年（2010 年）国勢調査人口に基づく推計値
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２.９ 土地利用動向
平成 18 年（2006 年）から平成 26 年（2014 年）の間の本市の土地利用変化をみると、市
街地が広がり、農地面積が減少して建物用地面積が増加してきたことがわかります。人口減少時代
を見据える中で、今後はこれ以上の市街地の拡散を防止し、農地を含む緑の保全･活用を図る施策
が求められています。

佐久市の土地利用の変化

平成 18 年（2006 年）

平成 26 年（2014 年）

出典：国土数値情報

土地利用種別の面積の増減（平成 18 年（2006 年）→平成 26 年（2014 年）
）
種別
農地
森林
荒地
建物用地
道路･鉄道
その他用地
河川地及び湖沼
ゴルフ場

平成 18 年
（2006 年） 平成 26 年（2014 年）
面積(ha)
面積(ha)
10,970
9,947
24,836
26,067
946
312
2,365
3,073
292
211
532
360
338
578
495
226
9

増減面積（ha）

▲1,023
1,231
▲634
708
▲81
▲172
240
▲269
出典：国土数値情報

２.10 荒廃農地面積の推移
人口減少や少子高齢化などに伴う耕作者不足や農地の立地･形状などの問題により、市内でも耕
作されていない農地（荒廃農地）が増えつつあり、自給的農家の農地でその傾向が顕著です。
一度耕作放棄された農地は再生に多くの時間や費用を要することから、そのまま放置され、薮化
や森林化していくケースが多いため、農地として利用できない状態になる前に、簡易的作業で耕作
可能な状態への回復を図る荒廃農地の発生を予防するための事業など、荒廃農地への対策の推進が
求められています。
佐久市の自給的農家の荒廃農地面積の推移（平成 17 年（2005 年）→平成 27 年（2015 年）
）

出典：農林業センサス

佐久市の販売農家の荒廃農地面積の推移（平成 17 年（2005 年）→平成 27 年（2015 年）
）

出典：農林業センサス
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２.11 都市公園の面積
本市の都市公園の種別箇所数と面積は下表に示すとおりとなっています。都市公園の面積は約
87.9ha（平成 30 年（2018 年）３月現在）で、平成 27 年（2015 年）の国勢調査人口（99,368
人）で市民１人あたりの公園面積に換算すると、約 8.8 ㎡/人となっています。
佐久市公園条例では、市民１人あたりの都市公園の標準面積を 10 ㎡/人以上（条例第３条の４
第２項）としていますが、現在整備中または整備予定の都市公園の面積を加えると、全体で約
106.1ha まで増え、市民１人あたりの公園面積は約 10.6 ㎡/人となり、条例で定める水準を満
たすことになります。
佐久市の都市公園の種別箇所数と面積
平成31年（2019年）３月現在

公園種別

公園箇所数

街区公園
近隣公園
地区公園
総合公園
運動公園
特殊公園
広場公園
合
計※

37（38）
6
4
2
2
1
1
53（54）

公園面積
(ha)

市民1人あたりの
公園面積(㎡/ 人)

7.8（8.4）
7.2
16.4
36.6（40.1）
17.9（31.8）
1.6
0.2
87.9(106.1)

0.7（0.8）
0.7
1.6
3.6（4.0）
1.8（3.2）
0.1
0
8.8（10.6）
（

）内は見込みの数値

※合計値は、各公園種別の小数点以下第２位も含めた値となっています。

種別

設置目的及び配置基準

１箇所あたり
の標準面積

街区公園

主として街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園

0.25ha

近隣公園

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園

2ha

地区公園

主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園

4ha

総合公園

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用に供
することを目的とする公園

10〜50ha

運動公園

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園

15〜75ha

特殊公園

風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園など特殊な公園

-

広場公園

上記以外の公園

-

２.12 都市公園の分布と緑地の現況
次ページの図で都市公園の分布をみると、全体的には浅間、野沢、中込、臼田の４地域を中心に
分布していることがわかります。なお、これら４地域にはいずれも『佐久市立地適正化計画』で都
市機能や居住機能の誘導を図る区域が指定されています。
上記４地域以外の東、浅科、望月の３地域は、公園の数が少ない状況ですが、次ページの図から
緑地の現況をみると、森林や農地などの自然環境が育む緑の量は比較的多いという共通の特徴がみ
られます。
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佐久市の都市公園の分布と緑地の現況

凡例

分類
公園、緑地
広場、運動場
水面
水辺
森林、原野
農地、牧草地
遊園地、私設公園、私設分区園その他これらに類する民営施設
林業試験場、農事試験場その他これらに類する試験場研究所
給排水その他処理施設等の公共公益施設付属緑地
学校、企業厚生施設その他これらに類するもの
共同住宅緑地、工業緑地その他これらに類する施設
社寺、境内地、墓地その他これらに類するもの
計

面積(ha)
86.5
48.4
255.5
289.7
6,392.4
7,656.6
15.1
21.1
22.6
117.8
21.1
89.1
15,015.9

出典：平成 26 年度（2014 年度）佐久市都市計画基礎調査
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第３章 市民及び事業所の意向
３.１ 市民の意向にみる特徴

〜公園・緑化推進に関する市民意識調査〜

公園･緑化推進に関する市民意識調査（アンケート）の結果をもとに、単純集計のほか地域別の
クロス集計の結果に着目し、市民の意向にみる主な特徴を把握しました。

（１）調査概要
○ 調査期間 平成 29 年（2017 年）12 月 20 日〜平成 30 年（2018 年）１月９日
○ 調査対象 市内在住の 20 歳以上の方の中から無作為に抽出
○ 配 布 数 1,500 通
○ 回 収 数 548 通（回収率：36.5％）

（２）主な特徴
ア 公園利用や緑に触れ合う機会の創出
（ｱ）公園の利用状況
○ 公園に行く頻度 →「ほとんど行かない」が最多
☛年代を問わず最多、浅科は他地域と比べても多い。
○ 上記「ほとんど行かない」の理由 →「公園に行く理由がない」が最多

（ｲ）気に入っている緑の空間、よく行く公園
○ 気に入っている緑の空間 ※以下回答数の多い順 （ ）は回答数
・駒場公園（93） ・長野牧場（59） ・さくラさく小径（51）
○ 徒歩･自転車でよく行く公園 ※以下回答数の多い順 （ ）は回答数
・駒場公園（24） ・さくラさく小径（20） ・市民交流ひろば（11）
○ 自動車などでよく行く公園 ※以下回答数の多い順 （ ）は回答数
・駒場公園（85） ・市民交流ひろば（31） ・さくラさく小径（18）
☛上記３つの質問すべてで「駒場公園」が最多。

（ｳ）緑にふれあう機会（活動）
○ 参加･実践している ※以下回答数の多い順 （ ）は回答数
・自宅の庭木の手入れ（320） ・玄関先の花修景（236） ・敷地まわりの生垣（215）
☛現在、市民が参加･実践している活動は、自宅内や自己の敷地まわりに限定されている傾向
がみられる。
○ 今後参加･実践したい ※以下回答数の多い順 （ ）は回答数
・グループなどでの花･緑の緑化活動（80）
・公共空間の緑の維持、緑化活動（79）
・環境学習、自然観察会などの活動（70）
☛今後、参加･実践したい活動としては、グループなど協働で行う緑化活動や、公共空間や自
然環境での緑化、緑とのふれあい活動などへの関心は高い様子がうかがえる。
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イ 公園に対する評価・気になること
（ｱ）緑の印象・大事に思う緑
○ 身近な緑への印象
→「農地･山の荒廃が気になる」が最多（浅科、望月、臼田地域で比較的回答率が高い）
☛「農地･山の荒廃が気になる」は浅科、望月、臼田の３地域で特に回答率が高い。
○ 市にとって大事だと考える緑
→「公共的な緑化空間」が最多
☛東、浅科、望月の３地域は「市にとって大事だと考える緑」として「公共的な緑化空間」
の回答率が比較的低い。

（ｲ）現在の公園に対する評価
○ 公園の量に対する満足度
→望月 ＞ 野沢 ＝ 臼田 ＞ 浅科 ＞ 浅間 ＞ 中込 ＞ 東 ※回答率の高い地域順
○ 公園の質に対する満足度
→浅間 ＞ 野沢 ＞ 臼田 ＞ 中込 ＞ 浅科 ＞ 望月 ＞ 東 ※回答率の高い地域順
☛量･質ともに最も満足度が低かったのは東地域。

（ｳ）公園や身近な緑について気になること
○ 「公園について日ごろ気になること」の有無
→半数強が「ある」と回答（野沢地域で比較的回答率が高い）
○ 公園について気になること
→「歩いて行ける魅力的な公園などが少ない」が最多（浅科、望月、臼田地域で比較的回
答率が高い）
○ 「身近な緑について気になること」の有無
→６割半強の方が「ある」と回答（東地域で比較的回答率が低い）
○ 身近な緑について気になること
→「手入れ不足の緑地･荒廃農地」が最多（浅科、望月地域で比較的回答率が高い）
☛公園や身近な緑について気になることは、地域による認識やその内容に違いもある。

ウ 今後の公園・緑の整備の意向
○ 今後必要な公園 →「丸１日家族らと過ごせる多機能な公園」が最多
☛「今後必要な公園」は地域ごとに違いがある。
例）浅科は「環境学習ができる公園」も同率、望月は「気軽にスポーツができる公園」
が最多
○ 10 年間の公園の整備や管理運営 →「緑ある空間の維持管理･継承」が最多
☛浅科は際立って回答数が多い。
○ 緑のまちづくり推進で優先すべき内容
・
「公園･広場の整備･活動」で最多

→「既存の公園や広場の維持管理･活用」

・
「緑化推進の取組」で最多

→「公的空間の緑化」

・
「民有地の緑の保全･活用」で最多

→「荒廃農地などの緑地への転換」
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３.２ 事業所の意向にみる特徴

〜事業所の緑化に関する実態等調査〜

事業所の緑化に関する実態等調査（アンケート）の結果をもとに、単純集計のほか地域別のクロ
ス集計の結果に着目し、事業所の意向にみる主な特徴を把握しました。

（１）調査概要
○ 調査期間 平成 30 年（2018 年）１月 16 日〜平成 30 年（2018 年）１月 30 日
○ 調査対象 市内に本店又は営業所などがある全ての事業所から無作為に抽出
○ 配 布 数 200 通
○ 回 収 数 117 通（回収率：58.5％）

（２）主な特徴
ア 回答事業所の属性・現状の緑化状況
（ｱ）回答事業所の属性
○ 業種･区分 →製造業、建設業で全体の約 46％
○ 開業後の経過年数 →開業後 30 年以上の事業所が約６割
○ 従業員数 →30 人未満が約 56％、30 人以上が約 43％

（ｲ）現在の緑化の取組と目的
○ 緑化の取組
→「敷地内の植樹･維持」が最多
○ 取組の目的 ※以下回答数の多い順 （ ）は回答数
・企業（事業所）のイメージ向上（56）
・地域環境の改善･向上（43）
・労働環境の改善･向上（35）
・地域貢献･社会貢献･CSR 活動（35）

（ｳ）事業所内の緑化状況
○ 所有している敷地面積 →「3,000 ㎡以上」を所有が約 42％
○ 所有敷地のうち緑地面積 →「500 ㎡未満」が約 48％

（ｴ）緑の維持管理
○ 維持管理体制
→「業務の間に職員が実施」が最多
○ 維持管理の頻度
→「年に数回」が最多
○ 維持管理の負担
→「負担ではない」
「負担」はほぼ同率
○ 年間維持管理費
→「10 万円以上 50 万円未満」が最多
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イ 今後の緑化に関する意向
（ｱ）緑化面積の拡大の意向
○ 緑化面積拡大の意向
→「拡大意向なし」が約 73％
○ 上記「拡大意向なし」の理由
→「緑化面積を拡げる土地の余裕がない」が最多で約 74％

（ｲ）「地域緑化事業」の認知度と活用意向
○ 事業制度の認知度
→「知らない」が約 69％
○ 事業制度の今後の活用意向
→半数以上が「ない」と回答
○ 上記「ない」と回答された理由
→「協力体制が整わない」が最多で約 69％
「知っている」が約４割で
☛従業員数 30 人以上の比較的規模の大きな事業所での認知度は、
やや高いが、
「協力体制が整わない」ことを活用しない理由にあげている事業所が８割半強。

（ｳ）新たな取組・活動の意向・内容
○ 新たな取組への意向
→「新規取組意向あり」が約 31％
○ 取組･活動の内容 ※以下回答数の多い順
・事業所や室内の緑化（観葉植物など）
・行政･市民からの要請で内容次第で協力
・公園や道路などの清掃や美化活動への参加

（ｴ）今後の取組・活動に必要なこと

※以下回答数の多い順

・緑化に対する外部からの経済的支援
・現状以上の緑化の必要性を感じない
・緑化に対する外部からの技術･人的支援
「所有緑地内での散歩道整備の助成」
☛従業員数 30 人以上の比較的規模の大きな事業所では、
が３番目に多い。
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第４章 計画策定にあたっての課題と今後の方向性の整理
４.１ 公園・緑地の現状にみる課題
公園･緑地の現状にみられる主な課題を以下①、②に整理し、まとめました。
① 佐久市公園条例では、市民１人あたりの都市公園の標準面積は 10 ㎡/人以上と定めています。
現在整備中のものを合わせると、近年、10 ㎡/人までは到達する見込みです。
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② 都市公園の「量的な充足」＝「配置も適切」と定義できないため、整備にあたっては佐久市都
市計画マスタープランとの整合や地域単位での「量」の検証が必要となります。
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４.２ 前回計画の施策の経過と取組成果にみる課題
前回計画に示す以下（１）〜（３）の３つの施策項目について、各施策の主な取組成果を踏まえ
て課題を整理し、まとめました。

（１）『みんなで緑を守る』施策の主な取組成果と課題
・自然環境保全の推進
・太陽光発電設備の設置などに対する指導･監視
・特定外来生物に対する取組
☛緑地の保全や生物多様性を脅かすリスクへの対応は継続して必要。

（２）『みんなで緑を育てる』施策の主な取組成果と課題
・沿道など公共空間を花･緑で彩る地域活動の支援
・公共空間の美化活動を地域･企業が担う仕組の導入･展開
☛緑の育成･維持管理に地域･企業との協働･公民連携の取組は不可欠。

（３）『みんなで緑を創る』施策の主な取組成果と課題
・各地に大小･多種多様な都市公園の整備が進展
・遊具の改修や更新などの既存施設の整備も随時実施
・事業者による民有地の緑化
☛つくられた緑を生かす（利用者を増やす）取組が重要。
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４.３ 市民及び事業所の意向の特徴にみる課題
市民及び事業所の意向の特徴にみる課題を以下（１）〜（３）に示す観点からそれぞれ整理し、
まとめました。

（１）今後の公園づくりについて
① 地域ごとの都市公園の数や総面積の大小が、必ずしも当該各地域住民の公園に対する量的満足
度と整合するものではありません。
② 公園に対する質的満足度は公園を評価する上でより重要な指標となるが、住民が求める公園の
タイプは地域によって違いがあります（例：都市部の地域⇔郊外部の地域）
。
③ そもそも現状において、公園に行く理由がないから･行きにくいから、公園に行かない人が多い
≒公園に魅力がない･公園の魅力が薄れていると考えられます。
④ 既存の公園や広場の維持管理･活用が緑のまちづくり推進で優先すべき施策のトップにあげら
れています。
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（２）公園以外の多様な緑のあり方について
① 身近な緑として、農地や里山、森林の荒廃化を気にされている方も多く、特に郊外部の地域で
耕作放棄や手入れ不足を懸念する声も少なくありません。
② 緑のまちづくり推進で優先すべき施策のうち、緑化推進の取組においては、公的空間の緑化が
最も力を入れるべき取組としてあげられています。
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（３）緑化や緑の維持管理の仕組や体制について
① 住民は緑空間の維持管理を優先施策に挙げる一方で、自身が緑とふれあう機会は庭木の手入れ
など自己の敷地内の取組に限定されがちです。
② 事業者も労働環境の改善や向上、CSR 活動など緑化活動にメリットを感じながらも、緑化面積
の拡大や維持管理の人的負担増リスクを懸念していると考えられます。
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４.４ 緑に関連する施策の状況
前回計画策定後、国が展開してきた緑に関連する施策の状況として、主な法制度の制定などの経
過を把握した上で、とくに関連性のある改正法令の概要及び検討内容を以下に整理しました。
＜緑に関連する主な法制度の制定などの経過＞
・第五次環境基本計画：平成 30 年（201８年）４月 策定
・生物多様性国家戦略 2012-2020：平成 24 年（2012 年）9 月 策定
・ヒートアイランド対策大綱：平成 25 年（2013 年）5 月 改定
・都市農業振興基本法：平成 27 年（2015 年）4 月 施行
・第４次社会資本整備重点計画：平成 27 年（2015 年）9 月 策定
・気候変動適応計画：平成３０年（201８年）11 月 策定
・地球温暖化対策計画：平成 28 年（2016 年）5 月 策定
・都市農業振興基本計画：平成 28 年（2016 年）5 月 策定
・都市緑地法等の一部を改正する法律：平成 29 年（2017 年）6 月 施行
平成 29 年（2017 年）6 月に施行された「都市緑地法の一部を改正する法律」では、まちづ
くりに欠かせない多面的な役割を担う公園などのオープンスペースについて、民間の知恵や活力を
できる限り生かしながら保全･活用していくため、次の方針及び施策の推進に向けて、関係法令を
一括して改正しています。
◆ 都市公園の再生･活性化【都市公園法など】
・都市公園で保育所などの設置を許可
国家戦略特区特例の一般措置化
・民間事業者による公共還元型の収益施設の設置管理制度（Park-PFI）の創設
収益施設（カフェ、レストランなど）の設置、管理者を民間事業者から公募選定
設置管理許可期間の延伸（10 年→20 年）、建ぺい率の緩和など
民間事業者が広場整備などの公園リニューアルを併せて実施
・公園内の PFI 事業に係る設置管理許可期間の延伸（10 年→30 年）
・公園の活性化に関する協議会の設置
◆ 緑地･広場の創出【都市緑地法】
・民間による市民緑地の整備を促す制度の創設
市民緑地の設置管理計画を市区町村長が認定
・緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充
緑地管理機構の指定権者を知事から市区町村長に変更、指定対象にまちづくり会社などを追加
◆ 都市農地の保全･活用【生産緑地法、都市計画法、建築基準法】
・生産緑地地区の一律 500 ㎡の面積要件を市区町村が条例で 300 ㎡まで引下げを許可
・生産緑地地区内で直売所､農家レストランなどの設置を許可
・新たな用途地域の類型として田園住居地域を創設
→地域の特性に応じた建築規制、農地の開発規制を許可
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また、平成 28 年（2016 年）５月に発表された「新たな時代の都市マネジメントに対応した
都市公園のあり方検討会」では、都市が直面する課題と、緑とオープンスペースが直面する課題の
同時解決を目指し、これからのまちづくりに対応した緑とオープンスペースのあり方、都市公園を
活用したまちの活力創出の方向性などについて検討が行われています。
◆ 新たなステージへの移行に向けて、今後の緑とオープンスペース政策が重視すべき観点
視点１ ストック効果をより高める
視点２ 民間との連携を加速する
視点３ 都市公園を一層柔軟に使いこなす
◆ 今後の緑とオープンスペース政策について重点的に推進すべき戦略
（１）緑とオープンスペースによる都市のリノベーションの推進
・緑の基本計画や都市再生整備計画などによる戦略的な都市再構築の推進
・民の広場空間などの連携強化による緑の多価値化
・都市公園の配置と機能の再編などによる都市の活性化
（２）より柔軟に都市公園を使いこなすためのプランニングとマネジメントの強化
・都市経営の視点からの都市公園マネジメントの推進
・地域の特性やニーズに応じた都市公園の整備の推進
・都市公園の特性に応じた多様な主体による公園運営の推進
（３）民との効果的な連携のための仕組の充実
・緑とオープンスペースの利活用を活性化するための体制の構築
・新たなステージを支える人材の育成･活用
・都市公園などの品質を確保、評価する仕組

４.５ 今後の方向性
前項までの内容を踏まえて、今後の本市の緑に関する方向性を以下のように整理しました。

●方向性１：市民が身近にふれあい楽しめる緑の空間づくり
都市公園など今後の公園･緑地の整備については、市全体における公園の数や面積または緑地
面積のみならず、地域ごとの住民ニーズを踏まえ、既存の緑の空間を生かしながら、身近な場所
に必要とされる空間づくりを考えていきます。

●方向性２：豊かな緑と水辺をまもり・育てる
森林や農地が市域の広い面積を占める中、公園のみならず、自然的空間の適切な維持管理･保
全を図ることで公園的機能も担保されることを考慮し、それらの多様な緑をまもり･育てる取組
を重要視します。

●方向性３：パートナーシップによる健やかな緑づくり
人口減少や少子高齢化に伴い、維持管理の担い手不足が懸念される中で、行政だけでなく、地
域住民や企業、さらには地域外の多様な主体とアダプトシステム（里親制度）などにより協働･
連携して、緑の価値･機能を共有して、継承します。
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第５章 緑の将来像・基本方針
５.１ 緑の将来像
本市には、水と緑に抱かれた豊かな自然環境のもと、先人たちによって培われてきた文化と都市
機能が調和して、快適な生活環境が形成されてきています。そこには、公園や広場、庭、社寺の森、
耕作地や水路、里山の樹林など、長い間様々な市民が関わってつくり、育て、保たれてきた人と自
然の共生する環境が息づいています。
現在、少子高齢化に伴って社会構造が変化し、また、交通網の整備により市内の都市構造も変化
しています。このような状況のもと、市民が心身ともに健やかに暮らせる快適な生活環境を未来に
伝えるには、市民一人ひとりが身近に緑とふれあう機会や場を生み出すとともに、いまある環境を
よりよく改め、育てていく工夫が欠かせません。
このような取組に重点を置き、地域の特性に合った保全、育成、創出の考え方で、景観形成にも
配慮し、多様な緑を未来に受け継ぐことを目指します。
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５.２ 基本方針
方針ア 市民が身近にふれあい楽しめる緑の空間づくり
市街地や農村の集落などの暮らしに近い空間や、郊外の広々とした環境を生かし、市民のニー
ズに応じた公園や広場などのオープンスペースの確保、改善、景観や癒しに配慮した緑化空間の
創出などを進め、身近にふれあい楽しめる緑の空間を拡充します。

方針イ

豊かな緑と水辺をまもり・育てる

市内各所を流れる河畔の緑、社寺の森や農地を含む田園の豊かな緑、その周囲に広がる里山の
緑など、まとまりのある緑地環境の大切さや魅力を活用･発信するとともに、時代の変化に合わ
せた維持･継承につながる取組を進めます。

方針ウ

パートナーシップによる健やかな緑づくり

維持や手入れが欠かせない「身近な緑」を健全に保ち、未来に継承するため、市民、市民団体、
企業、行政などが様々なスタイルで相互に連携し、可能な取組を着実に進めることのできる仕組
の充実を図ります。
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５.３ 緑の配置
本市を４つのゾーンに分け、緑化や緑地の整備、緑の保全･育成の方向性を整理した上で、水辺の
緑でつなげる軸と、拠点公園、健康づくりの拠点、地域の資源を生かした緑の拠点を位置付けて、緑
の配置イメージを示します。

市街地の緑化推進ゾーン
現在の用途地域に相当する区域で、公園や街路樹の整備、公共空間や民有地での緑化を進め、都
市的な環境の中に緑を生かして潤いと彩りを創り出すゾーンです。

田園と集落の緑の保全・創出ゾーン
水田や畑地の広がりの中に集落の豊かな庭、社寺などの緑が散在する区域です。農地の広がりを
維持するとともに、その中での暮らしに身近な緑を育て、市民のニーズに応えたオープンスペース
を創出するゾーンです。

里山の緑との共生ゾーン
田園地帯から山地（奥山）の間に位置する里山の区域です。農地･森林とより近い関係の中での
暮らしが成り立っている特色を生かし、人が緑との共生に主眼をおいた緑地の整備や保全を通じて
豊かな環境を持続させていくゾーンです。

奥山の緑の保全ゾーン
市内を流れる河川上流部の山地（奥山）で、恒久的に緑豊かな自然環境を維持･保全するゾーン
です。

水辺の緑の軸
多様な機能を持つ緑地となる主要な河川及び河畔の沿いの道を軸とし、緑の保全と育成を持続さ
せる区間です。

拠点公園
市民だけでなく、周辺市町村や遠方からの来訪者も行きかう緑豊かなオープンスペースとして、
今後も幅広いニーズに応える施設として維持･活用を図ります。

健康づくりの拠点
運動施設を主体とし、市民の健康づくりに資するオープンスペースとして、健康長寿のまちづく
りに向けた取組を推進する拠点として必要な機能を高めます。

地域の資源を生かした緑の拠点
田園や里山とのふれあいや、地域の歴史文化的資源、交流施設などを生かしながら、地域や市民
の交流の場、地域振興の場として機能するオープンスペースとしての活用を推進します。

23

佐久市の緑の将来像図
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出典：平成 30 年（2018 年）佐久市都市計画マスタープラン

５.４ 緑地の確保目標
本市の都市計画区域には農地を除き、都市公園をはじめ、緑地協定、地区計画、河川区域、保安林
区域、地域森林計画対象民有林などの担保性のある緑地が確保されています。
しかし、
「第二次国土利用計画（佐久市計画）」によれば、自然的土地から都市的土地利用へ転換が
進むと想定しており、その転換に伴う緑地や森林の減少が考えられます。
このようなことから、都市的利用との調和を図りつつ、緑地の減少を極力抑えるとともに、保全す
べき緑地の指定や既存の公園の再整備など緑地を将来にわたって維持し、より質の高い緑地を確保し
ていくことを目標とします。
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第６章 実現のための施策
６.１ 前回計画の施策の取組成果
前回計画では『みんなで緑を守る』
、
『みんなで緑を育てる』、
『みんなで緑を創る』の３つの緑の
施策の方向を定め、これに基づく取組を進めてきました。それぞれの主な成果を３つの施策の方向
ごとに、以下に整理しました。

（１）『みんなで緑を守る』施策の主な取組成果
・
「佐久市自然環境保全条例」に基づき、自然環境が良好な地区、郷土的または歴史的な特色を
有する地区を保全地区に指定することにより保全を推進
・太陽光発電設備の設置を「佐久市自然環境保全条例」、
「佐久市開発指導要綱」の対象として指
導･監視を実施
・平成 30 年（2018 年）９月１日より、
「佐久市自然環境保全条例」に加え、新たに策定した
「佐久市太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン」及び「佐久市太陽光発電設備の設置
等に関する要綱」により指導･監視を強化
・特定外来生物の実態調査や駆除研修会などの実施による在来種、既存生態系の保全

（２）『みんなで緑を育てる』施策の主な取組成果
・身近な公園や道路などの公共スペースを緑化するために必要な花苗などを、地域団体の要望に
応じ市が支給する地域緑化事業の推進
・アダプトシステム（里親制度）を活用し、地元区･組合･事業者などによる公園･道路･駅前広場
など公共スペースの美化活動の展開
・地域緑化事業の一環として、講師を招いて植栽講座を行うことにより、緑化手法などの情報を
発信
・一部の公園で指定管理者による公園案内パンフレットの作成

（３）『みんなで緑を創る』施策の主な取組成果
・街区公園から近隣公園、地区公園、総合運動公園まで様々な種別の都市公園の整備（供用開始）
を実施
・公園施設長寿命化計画を策定し、公園施設の計画的な改修や更新を実施
・事業者による民有地の緑化
アダプトシステム（里親制度）

地域緑化事業
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佐久総合運動公園野球場

６.２ 新たな施策体系
緑の将来像の実現を図るために、３つの基本方針に基づき、多様な緑（ みどり

※

）に関する

施策を５つの柱でまとめ、それぞれ施策方針を定めて、今後の施策展開を以下に整理しました。

方針ア

方針イ

方針ウ

市民が身近にふれあい
楽しめる緑の空間づくり

豊かな緑と水辺を
まもり・育てる

パートナーシップによる
健やかな緑づくり

施策方針

施策の柱１

みどりを
守る

(１) 開発に対する適切な対応
(２) 自然環境生物多様性の保全
(３) みどりを守る財源の確保
(４) 河川沿いの緑地の保全
施策方針

施策の柱２

みどりを
育てる

(１) 持続可能な維持管理の仕組づくり
(２) 地域緑化活動の促進
(３) みどりを育てる人材の育成
施策方針

施策の柱３

みどりを
つくりかえる
・増やす

(１) 居心地が良く活気のある公園づくり
(２) 公園の魅力を高める施設・機能のリニューアル
(３) 公共空間の緑化の推進、緑地の魅力化
(４) 民有地における緑化、魅力ある緑地の創出促進
施策方針

施策の柱４

みどりを
使う・生かす

(１) 民間活力による公園の機能･サービスの向上
(２) 公園の多様な利用価値の創出促進
(３) みどり空間としての低･未利用地の有効活用
(４) 資源としてのみどりの活用促進
施策方針

施策の柱５

みどりを
知る・学ぶ

※

(１) 学習の場としてのみどり空間の活用促進
(２) みどりに関する情報共有･意識啓発の機会の提供
(３) みどりに関する情報発信の強化

みどり を用いる意図

：樹木や草花などの、植物そのものの「緑」だけでなく、公園、河川、農地、街路樹や生物の生息
生育環境、また学校や民有地の緑地や屋上緑化、工場や事業所、商業地の緑地など、本市を構成
する多様な「緑」の環境であることをより強調する場合に「みどり」を用いています。
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施策の柱１

『みどりを守る』

『みどりを守る』は、グローバルな視点とローカルな視点の両面から、みどりの国土保全機能、生
物多様性の保全など緑の機能･役割を守るために、開発に関する指導や監視、生物生息空間の保全な
どを行う施策です。

施策方針

施策の柱１

みどりを
守る

(１) 開発に対する適切な対応
(２) 自然環境生物多様性の保全
(３) みどりを守る財源の確保
(４) 河川沿いの緑地の保全

（１）開発に対する適切な対応
自然に影響を与える開発行為などに対しては、環境保全対策を講じるよう適切な指導･誘導の
実施や快適な生活環境を維持するための指導･監視を実施します。また、太陽光発電設備の設置
が進むことから「佐久市太陽光発電設備の設置等に関する要綱」などに基づき指導･監視を実施
します。
平地に残存する雑木林や社寺林及び河岸段丘の緑を保全するとともにその管理や利用に配慮
した取組を行います。具体的には都市緑地法に規定される緑地保全地域などの指定、市民緑地制
度の適用や「佐久市自然環境保全条例」による「自然保全地区」や「環境保全地区」の指定によ
る樹林地の保全を図ります。
また、適切な管理方法について検討します。

（２）自然環境生物多様性の保全
市内の動植物の生息･生育の実態を把握するため、市民参加の「緑の環境調査」を継続して実施
するとともに、環境保全に対する意識の高揚に努めます。
また、地域の生態系に影響を及ぼす特定外来生物について、地域と連携した駆除を推進します。

（３）みどりを守る財源の確保
クラウドファンディングや、緑のスポンサー制度の導入などにより、緑に関する事業を進めてい
くための財源確保に努めます。

（４）河川沿いの緑地の保全
河川は様々な生物を育む貴重な空間であり、多様な生態系の形成に重要な役割を果たしています。
この空間を適切に保全するため、河川愛護活動を実施します。
また、河川内の支障木は、洪水流下の阻害や流出して氾濫の原因となり、ひとたび災害が発生す
ると甚大な被害をもたらすため、県などの河川管理者と連携し、支障木の伐採に努めます。
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施策の柱２

『みどりを育てる』

『みどりを育てる』は、うるおいのある生活環境の形成や地域に固有の美しい景観、歴史･風土の
形成を図る観点から、人材の育成や緑を維持管理する仕組づくりなどを進めていく施策です。

施策方針

施策の柱２

みどりを
育てる

(１) 持続可能な維持管理の仕組づくり
(２) 地域緑化活動の促進
(３) みどりを育てる人材の育成

（１）持続可能な維持管理の仕組づくり
街区公園など地域に密着した公園は地域のものといった観点に立ち、地域で育てていくといっ
た緑のパートナーシップを築くという面から公園の地元管理の拡大に努めます。
また、一定のルール決めも地元区などにて行ってもらうことで、近隣住民の利用ニーズにあった
管理が行われる公園づくりを検討します。
なお、管理負担が大きい公園は引き続き市やアダプトシステム（里親制度）にて管理し、樹木伐
採や遊具点検などの専門性や危険性がある業務は公園の種別に限らず市が実施します。
また、森林や農地については、佐久市森林整備計画や第２次佐久市農業振興ビジョンに基づき、
維持管理に努めます。

（２）地域緑化活動の促進
街並み緑化の推進として、地域住民による住民協定や緑地協定などの締結を促進するとともに、
市民ボランティアや企業などの団体及び行政が連携して、緑化を促進します。
地域活動として、現在、国道 142 号でのフラワーロード活動、コスモス街道（国道 254 号）
などの一部の道路、公園、駅前広場、学校などの公共施設、河川などでは、地域住民による美化
活動が実施されています。
このような活動に対して、それぞれの地区の婦人会、青年会、子ども会、老人会などとの連携
を促進し、緑の管理に参加を促す仕組としてアダプトシステム（里親制度）の推進や支援のあり
方を総合的に検討します。

（３）みどりを育てる人材の育成
これからの緑化活動や公園を有効利用するにあたって、市民の活動を先導し、まとめることが
できるリーダーやボランティアの育成、シルバー人材の活用によって人材不足の解消に努めます。
また、緑化アドバイザーを育成することによって、市民の緑化活動で発生する疑問や問題点を
解決する役割を担うことを検討します。
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施策の柱３

『みどりをつくりかえる・増やす』

『みどりをつくりかえる・増やす』は、スポーツやレクリエーション、自然とのふれあいの場とし
て利用･鑑賞されている緑の空間をより利用しやすいように増やしたり、リニューアルすることを推
進していく施策です。

施策方針

施策の柱３

みどりを
つくりかえる
・増やす

(１) 居心地が良く活気のある公園づくり
(２) 公園の魅力を高める施設・機能のリニューアル
(３) 公共空間の緑化の推進、緑地の魅力化
(４) 民有地における緑化、魅力ある緑地の創出促進

（１）居心地が良く活気のある公園づくり
良好な住環境の維持･向上のため、現状の公園を有効に活用し、市民や来訪者にとって居心地の
良い公共空間を創出する地域の居場所づくり（プレイスメイキング）に努めます。
また、佐久総合運動公園、駒場公園「創錬の森」、県立武道館の整備など、活気のある公園づく
りを推進します。

（２）公園の魅力を高める施設・機能のリニューアル
老朽化や周辺環境の変化などにより更新や見直しが必要な公園施設について再整備を行い、既存
公園の機能の向上に努めます。再整備にあたり、アンケートなどを実施し、地域の特性に合わせた
検討をするとともに、公園内の移動のしやすさ、トイレなどの利用しやすさなど、ユニバーサルデ
ザインの考え方に基づく公園のバリアフリー化を推進します。
また、災害時における防災拠点や避難地、延焼防止帯などの機能面や、人口集積を踏まえた立地
面から、必要な場合は既存公園の統廃合など公園の再編を検討します。

（３）公共空間の緑化の推進、緑地の魅力化
道路緑化の推進として、街路樹の植栽に努めます。併せて、景観形成への配慮として、観賞植栽
帯･花壇などの整備を進め、道路緑化を推進し、緑のネットワーク化に努めます。
公共施設などの緑化として、道路緑地箇所以外でも、市民が気軽に緑に触れることができるよう
に、地域住民との協働による公共施設などの緑化を促進し、潤いのあるまちづくりに努めます。

（４）民有地における緑化、魅力ある緑地の創出促進
民有地での緑化･保全･維持の体制づくりとして、これまで企業などの事業者が自主的に敷地内で
緑化を進め地域に貢献してきました。そのため、この芽を育て、引き続き事業者による適切な維持･
管理活動ができるような支援体制づくりに努めます。
個人が緑化に関わり、緑豊かな住宅地とするため、新たに住宅地を造成する際に設置される緑地
について、緑地協定などを締結し、緑化を促進します。
また、苗木･種子の配布などの支給制度の実施、事務所や住宅などの屋上･壁面の緑化、グリーン
カーテンの普及などの取組を促進するとともに、生垣設置の補助などの制度を検討します。

29

施策の柱４

『みどりを使う・生かす』

『みどりを使う・生かす』は、いまあるみどりの空間や緑の資源の使い方を考え、より有効に使い、
生かしていけるよう、多様な使い方の公園利用や、バイオマス資源としての活用などを進める施策で
す。

施策方針

施策の柱４

みどりを
使う・生かす

(１) 民間活力による公園の機能･サービスの向上
(２) 公園の多様な利用価値の創出促進
(３) みどり空間としての低･未利用地の有効活用
(４) 資源としてのみどりの活用促進

（１）民間活力による公園の機能・サービスの向上
民間事業者によるカフェやレストランなどの設置（Park-PFI の活用）や各種イベントの開催を
促し、市民の新たな交流の場を創出して、市民の交流を促進します。

（２）公園の多様な利用価値の創出促進
少子化の影響などにより、主な利用者である子どもの公園利用が減少傾向にあると考えられるこ
とから、幅広い公園利用の方法を検討します。
また、公園管理を受託する区によって利用のルールを定めることができる仕組とするなど、市民
の要望に沿った公園利用を検討します。

（３）みどり空間としての低・未利用地の有効活用
荒廃農地や空き地などの現在使われていない土地の有効活用を検討します。
荒廃農地のうち、農地として再生可能な土地については、農業の担い手への集積を促進するとと
もに、体験農園への転換や景観作物などの作付け支援などにより活用を進め、再生困難な農地につ
いては、新たな生産の場としての林地化など、農地以外の活用も検討します。
また、空き地などについては、休憩場所などの市民の交流の場や避難場所としての利用も検討し
ます。

（４）資源としてのみどりの活用促進
間伐材など緑の管理に際して発生するバイオマス資源を有効に活用するため、ペレットストーブ、
木質バイオマスボイラー、木質バイオマス燃料製造設備の導入を促進します。

30

施策の柱５

『みどりを知る・学ぶ』

『みどりを知る・学ぶ』は、樹木や花壇の管理など、多様な役割を有する緑について学ぶ場、情報
交換をする場の整備や情報発信を推進していく施策です。

施策方針

施策の柱５

みどりを
知る・学ぶ

(１) 学習の場としてのみどり空間の活用促進
(２) みどりに関する情報共有･意識啓発の機会の提供
(３) みどりに関する情報発信の強化

（１）学習の場としてのみどり空間の活用促進
緑や自然の大切さ、その役割や必要性について理解を深めるため、「平尾の森」、「春日の森」と
いった森林セラピー基地などの市内の緑を活用した自然体験学習などを通じて、緑や自然について
の学習を推進するとともに、自然観察イベントなどを開催し、遊びやレクリエーションを通じた学
びの場の創出に努めます。

（２）みどりに関する情報共有・意識啓発の機会の提供
緑化の推進を進めていく中での疑問の解消、成果の共有などを行うため、意見交換会や講演会な
どの市民が緑に関する情報を共有できる場の創出を検討します。
また、講演会や各種講習会の開催により、専門的な知識を深めることのできる場を増やし、意見
交換会と合わせて市民の緑に関する意識啓発の機会の提供に努めます。

（３）みどりに関する情報発信の強化
公園利用を図るため案内ガイドといったパンフレットなどの作成を行います。市広報紙やホーム
ページによる緑化に関する催しや活動の情報提供に努めます。
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