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地域別構想は、各地域におけるみどりの現状と課題を考慮し、重点的に取り組む事項を明確にする

ことで、市内の緑化や緑地の保全･育成の効果的な推進を図るものです。 

佐久市都市計画マスタープラン※に示された緑に関する現状と課題も踏まえ、地域ごとに方針を立

て、５つの施策の柱に沿ってそれぞれ重点取組をまとめました。 

また、本計画は基本的には都市計画区域内を対象にしていることから、都市計画区域に含まれる都

市構造の基幹部分などの市街地ゾーン、その周辺に広がる田園ゾーン、丘陵ゾーンを主な対象として、

下図に示す５つの地域区分で地域別構想を示します。 

※佐久市都市計画マスタープランでは、地域別構想に位置付けやその区分について、以下のように

示されています。 

・地域別構想は、各地域の将来像を描き、地域住民にとって身近なまちづくりのあり方を総合的

に示すために策定するもの 

・市街地及び集落やこれらに隣接する農地や緑地は、市民の日常生活の場であるとともに、本市

の特徴ある発展を支える基盤であることから、市域を一定の範囲で区分し、現状と課題を整理

する中で、地域の特徴に応じた将来像を描いていく必要がある 

第７章 地域別構想

浅間･東 

中込・野沢 

臼田 

浅科 

望月 

地域別構想における地域の区分 

都市計画区域 
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７.１ 浅間・東地域                               

◎ 都市公園と主要施設の概況  

○ 都市公園 

23箇所 578,604㎡ 

○ 主要施設 

佐久平駅、佐久インターチェンジ、浅間総合病院、佐久大学、佐久平浅間小学校、子ども未来館 

など 

◎ 現況と課題（佐久市都市計画マスタープランより） 

◎ 重点取組 

みみどどりりをを守守るる

市街地の周辺部は、住宅地と農地が混在しており、特に佐久平駅周辺地区では、急速な宅地化が

進行し、一部では用途地域外への開発も進んでいます。このため、景観や優良農地の保全のため、

中心拠点などへの都市機能の集約と民間開発の適切な誘導に努めます。 

みみどどりりをを育育ててるる

佐久平駅周辺地区は、大規模商業施設などが集積する広域商業拠点であるとともに佐久広域圏の

玄関口としての機能を有しています。景観の維持や都市に癒しや潤いをもたらす緑化の推進が不可

欠であるため、地域緑化事業をはじめとしたまちなかの緑化活動を促進します。 

みみどどりりををつつくくりりかかええるる・・増増ややすす

長土呂工業団地をはじめとした多くの工業団地や商業施設が地域の広範囲に点在しており、それ

ぞれの施設において緑化に対する意識の啓発に努めます。 

みみどどりりをを使使うう・・生生かかすす

市民交流の場の創出を図るため、駒場公園や平尾山公園、市民交流ひろばをはじめとする充実し

た公園･緑地を活用し、民間活力によるカフェやレストランなどの設置、各種イベントの開催を促

進します。 

みみどどりりをを知知るる・・学学ぶぶ

森林セラピー基地「平尾の森」での自然体験、「昆虫体験学習館」での昆虫学習などを通じ、知

る･学ぶ機会を設けます。また、平尾山公園、岩村田ヒカリゴケ産地（国天然記念物）、王城のケヤ

キ（県天然記念物）など地域資源を活用し、学習内容の充実に努めます。

市街地東部から南部にかけて、湯川の清流や河岸段丘の緑など豊かな自然環境に恵まれていま

す。こうした清流や緑地は、市民の安らぎの場であるため、適切な管理に基づく保全と活用が必

要です。 

公園･緑地として、市民交流ひろば、駒場公園、平尾山公園、鼻顔公園、千曲川スポーツ交流

広場などが整備されています。駒場公園「創造の森」から（独）家畜改良センター茨城牧場長野

支場までは広大な緑地帯が形成され、「創錬の森」の整備と併せた緑の拠点づくりが必要です。

また、身近な緑を健全に保ち、未来に継承するための取組が必要です。 

平尾山一帯は、平尾山公園を含めて森林セラピー基地の認定を受けているほか、公園内には温

水利用型健康運動施設「みはらしの湯」が整備されています。今後は、各種機能の連携による機

能向上や利用促進を図る必要があります。
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≪浅間・東地域の方針≫ 

ままちちななかかののみみどどりりをを創創出出しし、、機機能能とと癒癒ししがが両両立立ししたたままちち
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７.２ 中込・野沢地域                                

◎ 都市公園と主要施設の概況 

○ 都市公園 

18箇所 214,169㎡ 

○ 主要施設 

  佐久市役所、佐久南インターチェンジ、中込駅、佐久消防署、生涯学習センター など 

◎ 現況と課題（佐久市都市計画マスタープランより） 

◎ 重点取組 

みみどどりりをを守守るる

千曲川に沿って豊かな水環境や生態系が形成されています。河川沿いの特定外来生物対策や河川

愛護活動などを継続して実施し、環境保全に努めます。 

みみどどりりをを育育ててるる

コスモス街道（国道254 号）や国道 142 号沿線にある道の駅「ヘルシーテラス佐久南」の周

辺では、これまでも地域住民の協力を得ながら毎年花苗等の植栽活動が行われてきました。この活

動を継続するなど、緑化活動を促進します。 

みみどどりりををつつくくりりかかええるる・・増増ややすす

中込橋場地区および野沢地区の商店街、国道141号沿いなどに商業施設が集積しています。そ

れぞれの商業施設の周辺において良好な景観の一部となるよう沿道植栽帯などの緑化に努めます。 

みみどどりりをを使使うう・・生生かかすす

佐久総合運動公園をスポーツ･レクリエーション活動の拠点施設として利用促進に努めます。 

みみどどりりをを知知るる・・学学ぶぶ

岸野地区による歩道への植栽活動、「コスモス街道」として内山地区による国道の緑化･環境美化

活動をはじめ、大沢地区一丁田地籍における環境保全活動が実施されてきました。今後は、これら

の活動に加え、内山峡、さくラさく小径、野沢町の女男木（市天然記念物）など地域資源を活用し、

活動の充実に努めます。 

千曲川の清流や緑地は、市民の安らぎの場であるため、適切な管理に基づく保全と活用が必要

です。 

公園･緑地として、さくラさく小径、中嶋公園、原公園、榛名平公園などが整備されています。

このような身近な緑を健全に保ち、未来に継承するための取組が必要です。 

また、市民のスポーツ･レクリエーション活動の拠点、広域スポーツ交流の中核施設として、

佐久総合運動公園の整備が進んでおり、各種機能の連携や利用促進を図る必要があります。
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≪中込・野沢地域の方針≫ 

新新たたなな交交流流でで多多彩彩ななみみどどりりをを育育みみ楽楽ししめめるるままちち
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７.３ 臼田地域                                   

◎ 都市公園と主要施設の概況 

○ 都市公園 

5箇所（面積合計：50,592㎡） 

○ 主要施設 

  佐久臼田インターチェンジ、臼田駅、佐久総合病院、佐久建設事務所、うすだスタードーム など 

◎ 現況と課題（佐久市都市計画マスタープランより） 

◎ 重点取組

みみどどりりをを守守るる

市街地の中心部を千曲川が流れ、河川沿いの緑地に豊かな水環境や生態系が形成されています。

河川沿いの特定外来生物対策や河川愛護活動などを継続して実施し、環境保全に努めます。 

みみどどりりをを育育ててるる

中部横断自動車道の開通にあわせ新たにインターチェンジや周辺道路などの整備が行われまし

た。これらの整備により、緑も減少していることから、地域緑化事業などにより街路樹の植栽や沿

道の緑化活動を促進し、地域住民との協働による潤いの創出に努めます。 

みみどどりりををつつくくりりかかええるる・・増増ややすす

稲荷山公園内の施設は整備から30年近く経過し、老朽化が見られることから計画的な施設の改

修に努めます。改修にあたり、アンケートなどを実施し、地域の特性に合わせた改修や市民や来訪

者にとって居心地の良い公共空間を創出するように努めます。 

みみどどりりをを使使うう・・生生かかすす

 稲荷山公園のコスモタワーなど星のまちをコンセプトとして整備された個性ある地域資源を活

用し、市民の交流を促進します。 

みみどどりりをを知知るる・・学学ぶぶ

龍岡城五稜郭保存会など協働での地域の環境美化活動が実施されてきました。今後は、稲荷山公

園の桜やつつじ、龍岡城五稜郭の桜、新海三社神社の社寺林など地域資源を活用し、活動の充実に

努めます。

市街地の中心部を千曲川が流れ、川村吾蔵記念館に隣接する五稜郭公園や、桜やつつじの名所

となっている稲荷山公園があります。 

地域の西部には、臼田総合運動公園や、天体観測施設「うすだスタードーム」があります。 

千曲川の清流や緑地は、市民の安らぎの場であるため、適切な管理に基づく保全と活用が必要

です。また、身近な緑を健全に保ち、未来に継承するための取組が必要です。 
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≪臼田地域の方針≫ 

歴歴史史環環境境ととみみどどりりがが調調和和ししたた風風情情ああるるままちち
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７.４ 浅科地域                                   

◎ 都市公園と主要施設の概況 

○ 都市公園 

2箇所（面積合計：1,930㎡） 

○ 主要施設 

  道の駅「ほっとぱ～く･浅科」、五郎兵衛記念館、あさしな温泉「穂の香乃湯」 など 

◎ 現況と課題（佐久市都市計画マスタープランより） 

◎ 重点取組

みみどどりりをを守守るる

世界かんがい施設遺産に登録された五郎兵衛用水を主な水源とする、田園が良好な景観を創出し

ています。田園景観の保全のほか、東部を流れる千曲川沿いの特定外来生物対策や河川愛護活動な

どを継続して実施し、環境保全に努めます。 

みみどどりりをを育育ててるる

 国道 142 号沿道にある道の駅「ほっとぱ～く･浅科」は、諏訪市や松本市方面からの訪れる道

路利用者などの休憩施設として重要な拠点となっています。道の駅周辺の沿道は、フラワーロード

など、協働による景観育成の推進し、来訪者の疲れを癒せるような空間の創出に努めます。 

みみどどりりををつつくくりりかかええるる・・増増ややすす

  商店街などの魅力創出のため、中山道沿道については、地域緑化事業による沿道植栽帯の緑化な

どにより、歴史･文化資源と調和のある緑の拡充に努めます。 

みみどどりりをを使使うう・・生生かかすす

ブランド米である五郎兵衛米の産地として、水稲栽培が営まれてきました。これらの地域の特性

を生かし、地域の活性化に努めます。 

みみどどりりをを知知るる・・学学ぶぶ

浅科小学校による歩道への植栽活動、浅科地区景観協定を締結する地区による地域の緑化･環境

美化活動が実施されてきました。これらの活動に加え、五郎兵衛米の栽培などの体験学習などを通

じ、知る･学ぶ機会を設けるよう努めます。

地域の東側を南北に千曲川が流れ、沿岸の緑を形成しています。千曲川と隣接して浅科総合グラ

ウンドなどのスポーツ施設があります。 

千曲川の清流や緑地は、市民の安らぎの場であるため、適切な管理に基づく保全と活用が必要で

す。 

地域の中央を流れる五郎兵衛用水は耕地を潤し、良好な田園風景を創出しています。とりわけ農

業の生産基盤である水田は、浅間山を望む優れた景観の構成要素でもあるため、保全が必要です。
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≪浅科地域の方針≫

農農村村文文化化とと自自然然のの織織りりななすすみみどどりり豊豊かかななままちち
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７.５ 望月地域                                  

◎ 都市公園と主要施設の概況 

○ 都市公園 

5箇所（面積合計：34,496㎡） 

○ 主要施設 

  駒の里ふれあいセンター、佐久市メガソーラー発電所、布施･春日温泉 など 

◎ 現況と課題（佐久市都市計画マスタープランより） 

◎ 重点取組 

みみどどりりをを守守るる

森林セラピー基地に認定されている「春日の森」一帯や、壮大な眺望を誇る大河原峠など豊かな

自然を後世に継承するよう環境保全に努めます。 

みみどどりりをを育育ててるる

  地域南部の郊外部に位置する長者原地区には、良好な農業環境があります。郊外部だけでなく、

まちなかの緑化を推進するため、地域緑化事業をはじめとした緑化活動に努めます。 

みみどどりりををつつくくりりかかええるる・・増増ややすす

  布施温泉公園やジリの木広場は整備から20年以上経過し、遊具などの施設の老朽化が見られる

ことから計画的な施設の改修に努めます。改修にあたり、アンケートなどを実施し、地域の特性に

合わせた改修や市民や来訪者にとって居心地の良い公共空間の創出に努めます。 

みみどどりりをを使使うう・・生生かかすす

地域の南部に位置し多くの観光客が訪れる大河原峠や北部の観音寺地区に整備されている「佐久

クラインガルテン望月」を活用した農業体験を推進し、市外からの来訪者と地域住民との交流を促

進します。 

みみどどりりをを知知るる・・学学ぶぶ

森林セラピー基地「春日の森」や望月少年自然の家、大河原峠などの豊かな森林に囲まれた中で

の植物観察をはじめとする自然体験などを通じ、知る、学ぶ機会を設けます。

春日温泉には、望月馬事公苑やジリの木広場が整備されています。 

「春日の森」一帯は森林セラピー基地に認定されており、今後は、利用の促進と施設の充実を

図る必要があります。また、壮大な眺望を誇る大河原峠は、多くの観光客で賑わっています。 

布施川、鹿曲川、八丁地川などの清流が地域を潤しており、良好な水辺空間が形成されていま

す。こうした清流や緑地は、市民の安らぎの場であるため、適切な管理に基づく保全と活用が必

要です。 
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≪望月地域の方針≫ 

田田園園風風景景のの懐懐かかししささとと森森林林セセララピピーーにによよるる癒癒ししののままちち
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８.１ 計画の進め方                                   

本計画は、PDCA サイクル（Plan【計画】、Do【実行】、Check【評価】、Action【改善】）に

基づき、計画に示された各施策を実行して、概ね５年おきを目安にその効果の発現を総合的に評価･

検証し、必要に応じて改善策を講じて計画への反映（計画の改定）を図ることにより、その実効性

を担保します。 

この過程において、行政、地域･団体、家庭･個人がそれぞれ、緑化の推進や緑地の保全･育成を

目的とする本計画の真に意図するところ（「なぜ緑地を保全する必要があるのか」、「なぜ緑化を推

進する必要があるのか」）を常に意識し、理解を深め、相互に共有していくことが重要です。 

８.２ 計画推進体制                                  

本市の厳しい財政状況も踏まえる中で、本計画に示された施策を実行していくためには、国や県

など関係機関との連携を図りながら、地域･団体との協働の取組や、家庭･個人の参加･協力による

日常的な実践行動が必要不可欠です。 

また、庁内や都市計画審議会では、施策の進捗度の把握（庁内）やその効果の評価･検証（都市

計画審議会）を行い、施策の方向性や取組内容を改善･強化しています。 

なお、この施策の効果の評価･検証に必要な情報収集には、アンケートやワークショップ、ヒア

リングなどの手法を用いて、市民･事業者からの声の反映に努めます。 

第８章 計画推進方策

「「
なな
ぜぜ
緑緑
地地
をを
保保
全全
すす
るる
必必
要要
がが
ああ
るる
のの
かか
」」

「「
なな
ぜぜ
緑緑
化化
をを
推推
進進
すす
るる
必必
要要
がが
ああ
るる
のの
かか
」」

 

調査･審議

公表

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

都市計画審議会

市民 

意
識
・
理
解
・
共
有
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８.１ 計画の進め方                                   

本計画は、PDCA サイクル（Plan【計画】、Do【実行】、Check【評価】、Action【改善】）に

基づき、計画に示された各施策を実行して、概ね５年おきを目安にその効果の発現を総合的に評価･

検証し、必要に応じて改善策を講じて計画への反映（計画の改定）を図ることにより、その実効性

を担保します。 

この過程において、行政、地域･団体、家庭･個人がそれぞれ、緑化の推進や緑地の保全･育成を

目的とする本計画の真に意図するところ（「なぜ緑地を保全する必要があるのか」、「なぜ緑化を推

進する必要があるのか」）を常に意識し、理解を深め、相互に共有していくことが重要です。 

８.２ 計画推進体制                                  

本市の厳しい財政状況も踏まえる中で、本計画に示された施策を実行していくためには、国や県

など関係機関との連携を図りながら、地域･団体との協働の取組や、家庭･個人の参加･協力による

日常的な実践行動が必要不可欠です。 

また、庁内や都市計画審議会では、施策の進捗度の把握（庁内）やその効果の評価･検証（都市

計画審議会）を行い、施策の方向性や取組内容を改善･強化しています。 

なお、この施策の効果の評価･検証に必要な情報収集には、アンケートやワークショップ、ヒア

リングなどの手法を用いて、市民･事業者からの声の反映に努めます。 

第８章 計画推進方策
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８.３ 計画の見直し                                 

本計画は定期的な評価･検証の結果を踏まえて見直しを行うものとし、その際、その他上位･関連

計画との整合を図り、社会経済情勢の変化や動向を捉えて計画に影響を及ぼす事項･事象を的確に

反映し、必要な範囲で改定を行います。 

計画の進め方と推進体制 

Do
【実行】 

Action
【改善】 

Check
【評価・検証】 

Plan
【計画】 

佐久市 
公園緑地課 

連携

協働

参加･協力

家庭・個人 

地域・団体 
国・県 

関係機関

反映

・整合

社会経済情勢 

上位・関連計画 

〔定量的な評価〕 

・公園の量的満足度 

・公園の質的満足度 

・公園や身近な緑の課題 

・公園や身近な緑に対する施策の優先度 など 

〔個別の意見集約〕 

・定量的な評価を補完･補足する意見 

・既存の施策の改善案や新たな施策のアイデア 

など

都市計画審議会

市民 

調査・審議

公表

市民・事業者 

市民・地元区 
その他団体

ア
ン
ケ
ー
ト

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

ヒ
ア
リ
ン
グ
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付属資料 
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資料１ 策定経過

年度 日程 内容 

平成 29年度 

（2017年度）

12月～1月 市民アンケート 

1月 事業所アンケート 

３月 
第２回佐久市都市計画審議会 

（現況･課題、基本方針素案の調査審議） 

平成 30年度 

（2018年度）

5月 第１回地域の公園や身近なみどりについて考えるワークショップ 

6月 第２回地域の公園や身近なみどりについて考えるワークショップ 

7月 第３回佐久市都市計画審議会（中間報告） 

7月～8月 骨子案パブリックコメント 

11月 第５回佐久市都市計画審議会（中間報告） 

11月～12月 素案パブリックコメント 

12月 議会全員協議会（素案についての説明） 

1月 第６回佐久市都市計画審議会（計画案の諮問･答申） 

資料２ 計画検討体制 

市 長 

庁内策定機関 

事務局 

（公園緑地課）

企画調整委員会 

企画調整幹事会 

関係部署 

調整 

指示 原案 

佐久市 

都市計画審議会 

市民・事業者 

ワークショップ 

パブリックコメント 

アンケート 

諮問 

答申 

市民意見の反映 

情報提供 



50 

資料３ アンケートの結果概要（単純集計）

（１）市民アンケート『公園･緑化推進に関する市民意識調査』 

ア 調査期間 

平成29年（2017年）12月 20日～平成30年（2018年）１月９日 

イ 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 

ウ 配布数 

1,500通 

エ 回収数 

548通（回収率：36.5％） 

オ 単純集計の結果 

①ご自身のことについて 

あなたのお住まいの地域を教えてください。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 浅間地域 174 31.8

2 野沢地域 93 17.0

3 中込地域 84 15.3

5 臼田地域 83 15.1

7 望月地域 54 9.9

4 東地域 32 5.8

6 浅科地域 26 4.7

100 無回答 2 0.4

合計 548

問３-地域

あなたの年齢を教えてください。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 20歳代 33 6.0

2 30歳代 63 11.5

3 40歳代 74 13.5

4 50歳代 89 16.2

5 60歳代 132 24.1

6 70歳代 94 17.2

7 80歳以上 61 11.1

100 無回答 2 0.4

合計 548

問２

あなたの性別を教えてください。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 男性 250 45.6

2 女性 291 53.1

100 無回答 7 1.3

合計 548

問１
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②今後の緑化について 

③市内の公園について 

身近な緑の状況についてどのような印象をお持ちですか。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

3 農地や山などが荒れて、気になっている 196 35.8

2 気軽に緑に親しめる公園などが少ない 110 20.1

6 変化無く、気にならない 58 10.6

4 地区、場所により緑の量に差がある 54 9.9

8 全体的に満足している 39 7.1

1 緑が減っており、また、緑（平地の林）の質が変化した 38 6.9

7 家庭などで花壇などの取組が多くなっている 20 3.6

5 事務所などの大きな敷地で緑が少ない 5 0.9

100 無回答・無効 28 5.1

合計 548

問４

「佐久市にとって最も大事だ」とあなたが考える緑は次のうちどれですか。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

9 公共的な緑化空間（街路樹、公共施設の庭） 111 20.3

6 歴史・文化的資源の周りの緑（社寺の森、城跡、文化財の周囲の緑地等） 78 14.2

1 山並みの緑 64 11.7

4 農地の広がり 55 10.0

7 大きな公園 55 10.0

5 河川沿いの緑 50 9.1

2 生活の場に近い斜面林 40 7.3

3 緩斜面地や平地の林 30 5.5

8 住宅地の庭 15 2.7

11 その他 10 1.8

10 企業敷地の緑（工場などの緑化） 7 1.3

100 無回答・無効 33 6.0

合計 548

問５

問６ 気に入っている市内の緑の空間（場所の名前）を挙げてください。　※記述回答の集計

順位 施設名 回答数 所在地

1 駒場公園 93 浅間地域

2 長野牧場（家畜改良センター） 59 東地域

3 さくラさく小径 51 中込地域

4 稲荷山公園 18 臼田地域

5 中嶋公園 15 野沢地域

6～ その他 187 -

あなたが１年間で公園（佐久市内外を含め）に行く回数として最も近いものは次のどれですか。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 週１回以上 40 7.3

2 月に２～３回程度 63 11.5

3 月１回程度 60 10.9

4 年に３～４回程度 80 14.6

5 年に１～２回 89 16.2

6 数年に１回 23 4.2

7 ほとんど行かない 173 31.6

100 無回答 20 3.6

合計 548

問７



52 

問７で「5～7」と回答された理由。

　※複数回答 回答数 回答率（％）

1 公園に行く理由がない 143 50.2

2 公園に行く時間がない 78 27.4

4 自分の望む施設の整った公園がない 53 18.6

5 その他 36 12.6

3 駐車場が十分にない 15 5.3

問７で「5～7」と答えた方の合計 285

問９

現在の公園の量についてどのようにお考えですか。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 満足 36 6.6

2 概ね満足 101 18.4

3 普通 271 49.5

4 やや不満 72 13.1

5 不満 31 5.7

100 無回答 37 6.8

合計 548

問10-1

現在の公園の質・内容についてどのようにお考えですか。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 満足 38 6.9

2 概ね満足 105 19.2

3 普通 232 42.3

4 やや不満 59 10.8

5 不満 17 3.1

100 無回答・無効 97 17.7

合計 548

問10-2

問８-1 徒歩や自転車でよく行く身近な公園１箇所　※記述回答の集計

順位 施設名 回答数 所在地

1 駒場公園 24 浅間地域

2 さくラさく小径 20 中込地域

3 市民交流ひろば 11 浅間地域

4 稲荷山公園 9 臼田地域

5 鼻顔公園 6 浅間地域

6～ その他 79 -

問８-2 自動車等でよく行く公園１箇所　※記述回答の集計

順位 施設名 回答数 所在地

1 駒場公園 85 浅間地域

2 市民交流ひろば 31 浅間地域

3 さくラさく小径 18 中込地域

4 稲荷山公園 11 臼田地域

5 佐久総合運動公園 6 中込地域

6～ その他 66 -
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④身近な緑との関わりについて 

今後どのような公園が必要だと思いますか。

　※択２回答 回答数 回答率（％）

2 丸１日家族・友達などと過ごせる多様な機能の公園 166 30.3

9 健康づくりに役立つ公園 142 25.9

1 小さくても歩いて行ける公園 135 24.6

4 自然を楽しみながら、環境学習ができる公園 108 19.7

3 気軽にスポーツができる公園 101 18.4

7 来訪者・観光客をひきつけるようなテーマを持った公園 101 18.4

6 山並みが見晴らせるような眺望に配慮した公園 74 13.5

5 佐久市の歴史・文化を伝えるような歴史公園 43 7.8

8 イベントのできる公園 39 7.1

10 その他 29 5.3

10 無回答・無効 29 5.3

合計 548

問11

気になることは何ですか。

　※複数回答 回答数 回答率（％）

2 歩いて行ける場所に魅力的な緑地や公園が少ない 149 53.2

3 大きな公園で魅力的な施設が少ない 63 22.5

5 地区等による公園の管理（草刈り、清掃等）の負担 49 17.5

6 その他 45 16.1

1 公園施設等の破損や不備 36 12.9

4 あまり使われていない公園が近くに多い 33 11.8

問12で「１．ある」と答えた方の合計 280

問12-1

公園について日ごろ気になること、問題と感じることはありますか。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 ある 280 51.1

2 ない 220 40.1

100 無回答 48 8.8

合計 548

問12

　※複数回答 回答数 回答率（％）

C 自宅の庭木を手入れする 320 58.4

A 自宅玄関先で、鉢やプランターで花を飾る 236 43.1

B 自宅の敷地のまわりを生垣や植物を植えて緑を増やす 215 39.2

E 家庭菜園や市民農園で野菜づくり等に取り組む 181 33.0

F 水田、畑などで農業生産に携わる 140 25.5

I 公園、河川、道路等の清掃や緑の維持、緑化活動に参加する 111 20.3

D 勤務先で、鉢植えや庭つくりなど緑化活動に取り組む 51 9.3

J 地域を特色付けるような緑（神社や斜面林）の手入れ作業に関わる 37 6.8

G 花や緑に関わるサークル、グループに参加し、緑化に取り組む 15 2.7

H 環境学習や自然観察会、森づくり等の活動に参加する 14 2.6

K その他 5 0.9

合計 548

問13-①
緑にふれあう機会（参加、実践している活動）



54 

⑤今後の緑のまちづくりについて 

　※複数回答 回答数 回答率（％）

G 花や緑に関わるサークル、グループに参加し、緑化に取り組む 80 14.6

I 公園、河川、道路等の清掃や緑の維持、緑化活動に参加する 79 14.4

H 環境学習や自然観察会、森づくり等の活動に参加する 70 12.8

J 地域を特色付けるような緑（神社や斜面林）の手入れ作業に関わる 65 11.9

C 自宅の庭木を手入れする 64 11.7

A 自宅玄関先で、鉢やプランターで花を飾る 62 11.3

E 家庭菜園や市民農園で野菜づくり等に取り組む 60 10.9

F 水田、畑などで農業生産に携わる 54 9.9

B 自宅の敷地のまわりを生垣や植物を植えて緑を増やす 48 8.8

D 勤務先で、鉢植えや庭つくりなど緑化活動に取り組む 38 6.9

K その他 5 0.9

合計 548

問13-②
緑にふれあう機会（今後参加、実践したい活動）

身の回りの緑について気になること、不安に感じることはありますか。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 ある 359 65.5

2 ない 152 27.7

100 無回答 37 6.8

合計 548

問14

　※複数回答 回答数 回答率（％）

2 手入れが不足しているうっそうとした緑地、管理放棄地などの存在 219 61.0

3 不快な害虫の発生する箇所、野鳥等のすみかとなっている樹林などの存在 101 28.1

4 お住まいの近くの樹林や農地の消失・減少 86 24.0

6 落葉期における落ち葉掃除の負担 77 21.4

1 街中や身近な公共空間の緑の少なさ・豊かな緑の少なさ 62 17.3

7 その他 46 12.8

5 企業の敷地や商業地の緑の少なさ・関心の低さ 24 6.7

問14で「１．ある」と答えた方の合計 359

問14-1
気になることは何ですか。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

2 緑のある空間を適切かつ継続的に維持管理し、継承すること 237 43.2

3 緑のある空間を上手に整備し増やすこと 142 25.9

1 緑のある空間を活かすために改善すること 133 24.3

100 無回答 36 6.6

合計 548

問15
今度、10年間の公園の整備や管理運営、都市緑化等を進めるために重要と考える視点。

優先すべき内容【公園や広場の整備・活動等に関する取り組み】

　※択一回答 回答数 回答率（％）

3 既存の公園や広場の維持管理・活用 158 28.8

4 あまり利用されていない公園や広場の整理統合や再編 132 24.1

2 既存の公園や広場のリニューアル・機能改善の推進 130 23.7

1 住民の声を反映させた新しい公園の整備 101 18.4

100 無回答・無効 27 4.9

合計 548

問16-A
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優先すべき内容【緑化推進の取り組み】

　※択一回答 回答数 回答率（％）

5
緑の少ない公共施設への植樹や、道路への街路樹の充実など公
的空間の緑化

214 39.1

8 緑を増やし・育てる市民活動を支えるしくみや体制の充実 145 26.5

7 市民それぞれの緑化への関心を高める講習会やイベント等の充実 84 15.3

6
商工業や住宅団地などの民間開発への緑化の緑化の指導・基準
強化や支援の充実

67 12.2

100 無回答 38 6.9

合計 548

問16-B

優先すべき内容【民有地の緑の保全・活用】

　※択一回答 回答数 回答率（％）

10 市街地内の農地・遊休農地・耕作放棄地の緑地的空間への転換 156 28.5

9 民有林保有者による維持管理への行政支援の充実 107 19.5

11 民有林や耕作放棄地等の管理・活用への市民参加の促進 93 17.0

13 庭の手入れを下支えするしくみの充実 90 16.4

12 市街地や集落近くにある巨樹や銘木を保全するしくみづくり 63 11.5

100 無回答・無効 39 7.1

合計 548

問16-C
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（２）事業所アンケート『事業所の緑化に関する実態等調査』 

ア 調査期間 

平成30年（2018年）１月16日～平成30年（2018年）１月30日 

イ 調査対象 

市内に本店又は営業所等がある全ての事業所から無作為抽出 

ウ 配布数 

200通 

エ 回収数 

117通（回収率：58.5％） 

オ 単純集計の結果 

①事業所の業種や規模について 

貴事業所の業種・区分について、該当するもの１つに○をつけてください。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

6 製造業 34 29.1

5 建設業 20 17.1

10 卸売・小売業 11 9.4

11 金融・保険業 11 9.4

14 医療、福祉 9 7.7

17 サービス業（他） 9 7.7

18 官公庁 7 6.0

13 飲食店、宿泊業 5 4.3

7 電気・ガス・熱供給・水道業 3 2.6

12 不動産業 2 1.7

1 農業 1 0.9

3 漁業 1 0.9

8 情報通信業 1 0.9

15 教育、学習支援業 1 0.9

16 複合サービス業 1 0.9

19 その他 1 0.9

2 林業 0 0.0

4 鉱業 0 0.0

9 運輸業 0 0.0

合計 117

問１

貴事業所開設後の経過年数について、該当するもの１つに○をつけてください。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 ５年未満 2 1.7

2 ５年以上10年未満 6 5.1

3 10年以上20年未満 13 11.1

4 20年以上30年未満 25 21.4

5 30年以上 70 59.8

100 無回答 1 0.9

合計 117

問２
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②緑化の状況や維持管理の実態について 

貴事業所の従業員数について、該当するもの１つに○をつけてください。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 １～29人 66 56.4

2 30～99人 33 28.2

3 100～299人 11 9.4

4 300～999人 4 3.4

5 1,000人以上 2 1.7

100 無回答 1 0.9

合計 117

問３

　※記述回答 回答数 回答率（％）

1 3,000㎡以上 50 42.7

2 1,000㎡以上3,000㎡未満 22 18.8

3 500㎡以上1,000㎡未満 17 14.5

4 500㎡未満 8 6.8

100 無回答 20 17.1
合計 117

問４
貴事業所の緑化（緑地・樹木）の状況についてご記入ください。 所有されている敷地の面積【おおよそ　　　㎡】

　※記述回答 回答数 回答率（％）

1 3,000㎡以上 15 12.8

2 1,000㎡以上3,000㎡未満 7 6.0

3 500㎡以上1,000㎡未満 3 2.6

4 500㎡未満 56 47.9

100 無回答 36 30.8
合計 117

問４
貴事業所の緑化（緑地・樹木）の状況についてご記入ください。 所有されている緑地の面積【おおよそ　　　㎡】

現在、緑化についてどのような取組をされていますか？該当するもの全てに○をつけてください。

　※複数回答 回答数 回答率（％）

1 敷地内の植樹・維持を行っている。 96 82.1

5 道路の街路樹や公園内の樹木の世話などを行っている。 18 15.4

10 とくに行っていない 16 13.7

9 その他 10 8.5

3 敷地の広場、緑地などを一般開放している。 8 6.8

4 当事業所だけでなく、他の所有地（駐車場、山林等）で緑地を整備している。 7 6.0

8 緑の維持・管理を行うボランティア・グループに経済的・人的支援を行っている。 6 5.1

6 環境問題への配慮から、事業の一環として緑に関する調査や研究を行っている。 3 2.6

2 建物の屋上に緑を設置している。壁にツタを絡ませるなどの緑化を行っている。 2 1.7

7 パンフレット発行、イベント開催などにより環境問題や緑化の推進に取り組んでいる。 2 1.7

合計 117

問５

選択された取組を実施する目的は次のうちどれですか。該当するもの全てに○をつけてください。

　※複数回答 回答数 回答率（％）

5 企業（事業所）のイメージ向上のため 56 56.0

2 地域環境の改善・向上のため 43 43.0

1 労働環境の改善・向上のため 35 35.0

4 地域貢献・社会貢献・ＣＳＲ活動の一環として 35 35.0

3 社員の福利厚生のため 10 10.0

6 その他 6 6.0

問５で１～９を選択した方の合計 100

問６
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③今後の緑化について 

緑の維持管理の体制について、該当するもの１つに○をつけてください。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 業務の合間に職員が実施 51 43.6

3 １と２の両方 27 23.1

2 専門業者に依頼 15 12.8

6 維持管理は行っていない 11 9.4

5 その他 7 6.0

4 ボランティア活動の一環として 3 2.6

100 無回答 3 2.6

合計 117

問７
-1

問７　緑の維持管理の状況についてご記入ください。

維持管理の負担について、該当する番号１つに○をつけてください。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 負担ではない 18 15.4

2 あまり負担に感じない 24 20.5

3 どちらでもない 24 20.5

4 やや負担 32 27.4

5 非常に負担 7 6.0

100 無回答 12 10.3

合計 117

問７
-3

　※記述回答 回答数 回答率（％）

1 ほぼ毎日 8 6.8

2 週に数回 16 13.7

3 月に数回 20 17.1

4 年に数回 55 47.0

100 無回答 18 15.4
合計 117

問７
-2

緑の維持管理の頻度について、該当する頻度をご記入ください。【週・月・年に　　回程度】

　※記述回答 回答数 回答率（％）

1 100万円以上 4 3.4

2 50万円以上100万円未満 12 10.3

3 10万円以上50万円未満 32 27.4

4 3万円以上10万円未満 13 11.1

5 3万円未満 22 18.8

100 無回答 34 29.1
合計 117

緑の年間維持管理費をご記入ください。【年間でおおよそ　　　 円】問７
-4

今後、貴事業所で緑化面積（植え込みや庭など）を広げる考えはありますか？

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 あり 9 7.7

2 なし 85 72.6

3 わからない 23 19.7

合計 117

問８

「あり」の回答理由

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 現在の敷地内に緑化面積を広げる計画がある 5 55.6

2 敷地拡張とあわせて緑化面積を広げる計画がある 4 44.4

3 その他 0 0.0

問８で「１．あり」を選択した方の合計 9

問８
-1
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「なし」の回答理由

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 緑化面積を広げる土地の余裕がないため 63 74.1

2 緑化面積は広げられるが、維持管理にかける経済的･人的余裕がないため 12 14.1

3 その他 7 8.2

100 無回答 3 3.5

問８で「２．なし」を選択した方の合計 85

問８
-2

今後、貴事務所では緑化に係る新たな取組や活動を行う意向又は予定がありますか？

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 あり 37 31.6

2 なし 73 62.4

10 無回答 7 6.0

合計 117

問９

該当するもの全てに○をつけてください。

　※複数回答 回答数 回答率（％）

1 事務所や室内の緑化（観葉植物など） 19 51.4

10 行政・市民などからの要請があれば、内容次第で協力 13 35.1

7 公園や道路等の清掃や美化活動への参加 12 32.4

8 緑化イベントなどへの参加・協賛による協力 8 21.6

6 公共・公益施設等の植樹等緑化に対する技術的、人的支援 4 10.8

2 所有している緑地の開放 3 8.1

3 公園・緑地整備のために所有する土地を譲渡 3 8.1

9 市民が行う緑化推進のためのボランティア・グループへの支援 3 8.1

11 その他 2 5.4

4 公園・緑地整備のために所有する土地を貸与 1 2.7

5 公共・公益施設等の植樹等緑化に対する経済的支援 1 2.7

問９で「あり」を選択した方の合計 37

問９
-1

この制度をご存知ですか。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 知っている 33 28.2

2 知らない 81 69.2

100 無回答 3 2.6

合計 117

問10
-1

問10　佐久市では、区やPTA、事業者の皆さまが、身近な公園や市道などの公共施設又は公益緑地を緑化するため
に必要な花苗などを、要望に応じて市が支給する「地域緑化事業」を推進しています。  この制度についてお伺いしま
す。

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 ある 47 40.2

2 ない 64 54.7

100 無回答 6 5.1

合計 117

今後、この制度を活用して地域の緑化に協力するお考えはありますか。問10
-2

　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 協力体制等が整わないため 44 68.8

2 協力先となる公共施設が近くにないため 10 15.6

3 その他 9 14.1

100 無回答 1 1.6

問10-2で「ない」と回答された事業所の方の合計 64

問10
-3

その理由のうち、最も近いもの１つを選んで○をつけてください。
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　※択一回答 回答数 回答率（％）

1 敷地の緑化や緑化推進活動に対する外部からの経済的支援 27 23.1

8 現状以上に緑化を推進する必要性を感じない 22 18.8

2 敷地の緑化や緑化推進活動に対する外部からの技術的、人的支援 13 11.1

3 緑化推進活動を通して、企業のPRにつながる仕組みづくり（広報、ホームページ等） 11 9.4

7 イベントなどを通じた緑化の取組に協力できる場面や機会の増加 11 9.4

4 緑地開放を行う場合の、手入れ等管理への助成又は管理の代行 6 5.1

9 その他 6 5.1

5 所有する緑地内での散歩道などの整備に向けた助成 3 2.6

6 緑化の取組や活動を評価し表彰する制度の充実 1 0.9

100 無回答 17 14.5

合計 117

問11
今後、貴事業所が敷地の緑化や、市内の緑化に関わる上で、必要なことは何ですか？
お考えに最も近いもの１つを選んで○をつけてください。
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資料４ 地域の公園や身近なみどりについて考えるワークショップ 

ア 開催日時 

イ 参加者 

ウ ワークショップのテーマ 

日時 会場 

第１回 平成 30年（2018年）５月26日（土）
佐久市役所 南棟 ３階会議室

第２回 平成 30年（2018年）６月９日（土） 

参加者数 

第１回 13名 

第２回 ７名 

テーマ 

第１回 

地域の公園･身近なみどりについて（現状･課題、希望や思い、現在の取り組み）

・ここが問題、どうにかならないかなと感じていること（△や×な話） 

・地域やご自身の日ごろの公園の使い方、みどりの空間での活動･取り組み 

・こんな感じだったらよいと思うこと（希望や思い） 

第２回 地域の公園･身近な緑について（解決策の提案、今後の取り組み） 
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資料５ パブリックコメント 

（１）骨子案パブリックコメント 

ア パブリックコメントの募集期間 

平成30年（2018年）７月26日（木）～平成30年（2018年）８月30日（木） 

イ 骨子案の公表方法 

  ・佐久市ホームページへの掲載 

  ・市役所市民ホール行政資料閲覧コーナー 

  ・公園緑地課窓口 

  ・各支所経済建設環境係窓口 

ウ パブリックコメントの募集方法 

  ・郵送 

  ・WEB（お問い合わせフォーム） 

  ・ファクシミリ 

  ・持参（公園緑地課窓口） 

エ 意見書の提出 

 意見募集の結果、提出されたご意見は０件でした。 

（２）素案パブリックコメント 

ア パブリックコメントの募集期間 

平成30年（2018年）11月 19日（月）～平成30年（2018年）12月 19日（水） 

イ 素案の公表方法 

  ・佐久市ホームページへの掲載 

  ・市役所市民ホール行政資料閲覧コーナー 

  ・公園緑地課窓口 

  ・各支所経済建設環境係窓口 

ウ パブリックコメントの募集方法 

  ・郵送 

  ・WEB（お問い合わせフォーム） 

  ・ファクシミリ 

  ・持参（公園緑地課窓口） 

エ 意見書の提出 

 意見募集の結果、３名より７件のご意見をいただきました。 
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資料６ 都市計画審議会の委員名簿 

委員区分 氏 名 団体名等 

第１号委員 

学識経験者 
臼田 幸夫 長野県建築士会佐久支部 支部長 

浅沼 博 

（～H30.7） 
佐久浅間農業協同組合 代表理事組合長 

栁澤 正文 

（H30.7～） 
佐久浅間農業協同組合 常務理事 

市川 覚 佐久市農業委員会 会長 

中川 正人 佐久商工会議所 副会頭 

伊藤 雅章 佐久市区長会 会長 

玉田 靖 信州大学繊維学部 副学部長 

第２号委員 

市議会議員 
市川 将 佐久市議会議員  

市川 稔宣 佐久市議会議員  

第３号委員 

関係行政機関若しくは

県の職員又は市の住民 

武重 智衛 市民代表  

半田 かつ江 市民代表  

竹花 せり子 市民代表  

杉原 洋 市民代表（公募委員）  

須藤 誠 市民代表（公募委員）  

中島 久幸 市民代表（公募委員）  

坂下 伸弘 

（～H30.7） 
佐久建設事務所 所長 

市岡 進 

（H30.7～） 
佐久建設事務所 所長 
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資料７ 佐久市内の都市公園 

 ア 佐久市内の都市公園一覧 

イ 都市公園の分類

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 - 

名称 種別 地域 名称 種別 地域

一本柳公園 街区公園 浅間地域 城山公園 街区公園 野沢地域

けやき公園 街区公園 浅間地域 鍛冶屋公園 街区公園 野沢地域

佐久平駅南土地区画整理公園 街区公園 浅間地域 東田公園 街区公園 野沢地域

ねむのき公園 街区公園 浅間地域 下の宮公園 街区公園 臼田地域

もみのき公園 街区公園 浅間地域 下越公園 街区公園 臼田地域

やまぼうし公園 街区公園 浅間地域 橋詰公園 街区公園 臼田地域

ゆりのき公園 街区公園 浅間地域 泉公園 街区公園 浅科地域

岩村田公園 街区公園 浅間地域 中津橋公園 街区公園 浅科地域

久保田公園 街区公園 浅間地域 佐久良公園 街区公園 望月地域

宮ノ前公園 街区公園 浅間地域 若駒児童公園 街区公園 望月地域

近津南公園 街区公園 浅間地域 望月宿公園 街区公園 望月地域

若宮公園 街区公園 浅間地域 王城公園 近隣公園 浅間地域

仙禄湖公園 街区公園 浅間地域 ミレニアムパーク 近隣公園 浅間地域

曽根公園 街区公園 浅間地域 中嶋公園 近隣公園 野沢地域

中央公園 街区公園 浅間地域 五稜郭公園 近隣公園 臼田地域

湯川親水公園 街区公園 浅間地域 ジリの木広場 近隣公園 望月地域

枇杷坂公園 街区公園 浅間地域 布施温泉公園 近隣公園 望月地域

宇とう公園 街区公園 中込地域 鼻顔公園 地区公園 浅間地域

横町公園 街区公園 中込地域 市民交流ひろば 地区公園 浅間地域

橋場公園 街区公園 中込地域 さくラさく小径 地区公園 中込地域

佐太夫町公園 街区公園 中込地域 稲荷山公園 地区公園 臼田地域

水上公園 街区公園 中込地域 平尾山公園 総合公園 浅間地域

成知公園 街区公園 中込地域 駒場公園 総合公園 浅間地域

成田公園 街区公園 中込地域 千曲川スポーツ交流広場 運動公園 浅間地域

平賀新町公園 街区公園 中込地域 佐久総合運動公園 運動公園 中込地域

高柳公園 街区公園 野沢地域 榛名平公園 特殊公園 野沢地域

取出町ふれあい公園 街区公園 野沢地域 原公園 広場公園 野沢地域



ウ 佐久市内の都市公園の位置図 
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資料８ 用語集 

あ行

アダプトシステム（里

親制度） 

里親制度とは公共スペースについて住民が里親となり、植樹帯の維持管理など美化活

動等を行う制度であり、現在長野県管理の道路を対象として県･市･地域住民団体等が

三者締結をし、活動を行っている。 

オープンスペース 
建物の無い一定の広がりのある場所のこと。都市の公共の緑地（公園、運動場等）、

その他緑地等（水辺、山林、社寺境内、墓地等）を指す。 

か行 

街区 
道路、鉄道もしくは軌道の線路など恒久的な施設、または河川水路などによって区画

された地域。 

環境学習 
樹林や川など自然の環境や人が活用してきた環境を題材にしながら、自然の仕組みや

人の営みとの関わりなどを学ぶこと。 

環境保全地区 
佐久市自然環境保全条例内で指定される地区で、市内で郷土歴史的な特色を有する地

区のうち、自然環境の保全が必要と市長が指定した地区のこと。 

協働 
市民･事業者･市などが、それぞれの役割を果たしながら、同じ目標に向かって取り組

むこと。 

居住誘導区域 
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サ

ービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。 

クラウドファンディ

ング 

不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力な

どを行うことを指す。（別名：ソーシャルファンディング） 

建築基準法 
国民の生命･健康･財産の保護のため、建築物の敷地･設備･構造･用途についてその最

低基準を定めた法律。 

荒廃農地 
現に耕作の目的に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物

の栽培が客観的に不可能となっている農地のこと。 

国勢調査 
国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、日本に住んでいる全ての人及び世帯を

対象として５年ごとに実施される国の統計調査。 

国土利用計画 
土地基本法や国土利用計画法に示された国土利用の基本理念に即して、本市の区域に

おける国土の利用にあたって必要な事項を定めた計画。 

さ行 

CSR活動 
「企業の社会的責任（corporate social responsibility）」の略称であり、企業が倫理

的観点から事業活動を通じて、自主的（ボランタリー）に社会に貢献する責任のこと。

自給的農家 経営耕地面積が30a（アール）未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家のこと。

自然公園法 

優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の

保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的（第

1条）として定められた法律。 

自然保全地区 
佐久市自然環境保全条例内で指定される地区で、本市内における平成 2 年（1990

年）9月 6日現在の登記地目が山林又は原野となっている地区のこと。 

指定管理者 地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるため、期間を定めて指定する団体のこと。

市民緑地（制度） 
都市緑地法に基づき地方公共団体が緑地の所有者と契約を交わして借り受け、一定の

期間に市民に開放する緑地（制度）。 

社寺林 
日本において、神社（鎮守神）に付随して境内やその周辺に、神殿や参道、拝所を囲

むように設定･維持されている森林のこと。鎮守の森（杜）ともいう。 
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さ行 

住民協定 土地や建物の権利者が景観を形成するために自主的にルールを決める長野県の制度。

森林セラピー基地 

森林セラピーロード（生理･心理実験によって癒しの効果が実証され、森林セラピー

に適した道として認定されたロード）が２本以上あり、健康増進やリラックスを目的

とした包括的なプログラムを提供している地域のこと。 

森林地域 
森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持

増進を図る必要がある地域のこと。 

ストック効果 
整備された社会資本が機能することによって、整備直後から継続的に中長期にわたり

得られる効果のこと。 

生産緑地法 
生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との

調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的として定められた法律。

生物多様性 

生物に関する多様性を示す概念であり、生態系･生物群系または地球全体に、多様な

生物が存在していることを指す。生態系の多様性、種多様性、遺伝的多様性から構成

される。 

総合計画 

まちが目指す将来像を描くとともに、その実現のためのまちづくりの方向性や主な施

策を定めた長期的なまちづくり計画で、市政運営の基本方針となり、全ての計画の最

上位に位置付けられる計画。 

た行 

地域緑化事業 
区や PTA、事業者が、身近な公園や市道などの公共施設又は公益施設を緑化するた

めに必要な花苗などを要望に応じ市が支給する事業。 

地区計画 
地区の特性を活かした良好な環境の街区を整備･保全することを目的として、都市計

画法に基づき、地区施設の位置や建築物及び垣･さくのルールを定める計画制度。 

都市機能誘導区域 
医療･福祉･商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約すること

により、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。 

都市計画基礎調査 
都市の現況及び都市化の動向などを把握し、良好な都市計画を策定するため、都市計

画法によって概ね５年ごとに実施することが定められている都市に関する基礎調査。

都市計画区域 

市町村の行政区域にとらわれず、実際の都市の広がりを考慮した中で、一体的に整備、

開発し、保全する必要がある区域として、都道府県が指定するもの。都市計画区域が

指定されると、開発許可基準の引き上げや建築基準法による建築確認申請･集団規定

が適用され、用途地域や都市計画施設などの制度活用が可能となる。 

都市計画法 

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関

し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって

国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として定められた法

律。 

都市公園 
都市公園法に基づき、地方公共団体または国が都市計画区域内に設置する公園または

緑地のこと。 

都市構造 

土地利用や交通体系、拠点などの状況を踏まえ、市域全域の特性や骨格を空間的かつ

概念的に表し、都市の姿を分かりやすく描いたもの。都市機能が集積する「拠点」と、

これらを有機的に結ぶ「都市軸」により構成される。 

都市緑地法 
良好な都市環境の形成を図るために、緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を

定めた法律。 
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た行 

特定外来生物 
外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命･身体、農林水産業へ被

害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されるもの。 

特別緑地保全地区 

都市緑地法に基づき、都市計画区域内の緑地のうち、風致や景観が優れているなど、

一定の要件に該当する良好な自然的環境を形成している緑地の保全を目的として、都

道府県または市町村が都市計画に定める地区。 

な行 

は行 

バイオマス資源 

動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの。た

だし、原油、石油ガス、可燃性天然ガスおよび石炭ならびにこれらから製造される製

品を除く。 

Park-PFI 

平成 29年（2017年）の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等

の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる

収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施

設の整備･改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」の

こと。 

パートナーシップ 
市民･民間団体･事業者･市といった地域の各主体が、それぞれの役割分担のもとで、

互いに協力･連携すること。 

バリアフリー 
障がい者や高齢者などの社会的弱者が、生活を送る上で支障となる物理的な障がいや

精神的な障壁を取り除くための取組、もしくは具体的に障がいを取り除いた状態。 

販売農家 経営耕地面積が30a 以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家のこと。 

PDCAサイクル 
Plan（計画）･Do（実行）･Check（評価）･Action（改善）を繰り返すことによっ

て、生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法のこと。 

ヒートアイランド 

自然の気候とは異なる都市独特の局地的気候。市街地において建物の密集、道路舗装、

ビルや工場からの人工熱の放出、大気汚染などの原因によって局地的に気温が上昇す

る現象。 

文化財保護法 
文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、

世界文化の進歩に貢献することを目的として定められた法律。 

ま行 

未利用地 市街地部において都市的土地利用のなされていない土地。 

緑の環境調査 

本市において、市民や事業者の協力のもと、身近で見かける生きものの生息状況を調

べることにより、本市の自然環境の状態を探るとともに、故郷の環境を見つめ、環境

保全に対する意識の高揚を図るために実施するもの。 

民有林 個人有･会社有･社寺有などの私有林と町村有･県有などの公有林との総称。 

木質バイオマス 

木材からなるバイオマスのこと。主に、樹木の伐採や造材のときに発生した枝、葉な

どの林地残材、製材工場などから発生する樹皮やのこ屑（おがくず）などのほか、住

宅の解体材や街路樹の剪定枝などの種類がある。 

や行 

優良農地 まとまって存在する農地など、農業を営むのに良好な条件を備えている農地。 
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や行 

ユニバーサルデザイ

ン 

文化･言語･国籍の違い、老若男女といった差異、障がい･能力の如何を問わずに利用

することができるように目指した施設･製品･情報などの設計（デザイン）のこと。 

用途地域 
都市計画区域において定める地域地区で、用途の混在を防ぐため、住居、商業、工業

など市街地の大枠として土地利用を定めるもの。 

ら行 

立地適正化計画 

住宅や都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設など都市居住者の共同の福

祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に寄与するもの）の立地の適

正化を図るための計画。 

リノベーション 
機能、価値の再生のための改修、その家での暮らし全体に対処した包括的な改修を行

うこと。 

緑化地域 
都市計画によって定められる地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地

が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域のこと。 

緑地協定 
一団地の土地等の所有者全員の合意により、市町村長の認可を受けて締結される住民

自身による自主的な緑地の保全や緑化の指針に関する協定。 

緑地保全地域 
「都市緑地法」によるもので、都市の樹林地･草地･水辺地など、良好な自然環境を形

成している場所を定め、一定の行為を制限することで保全を図るべき地区。 

わ行 

ワークショップ 
参加者が自由に意見交換しながら、創造行為や合意形成を図っていくよう工夫された

市民参加型会議の一つ。 
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