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序章 本調査研究の前提 

１ 背景と目的 

１）背景 

埼玉県東南部都市連絡調整会議（以下「調整会議」という。）は、埼玉県東南部地域に

位置する５市１町（草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町）を構成団体とし

て、埼玉県東南部地域における調和の取れた発展をめざし、広域的な行政課題を解決する

ため平成３年に設立された。 

調整会議では、広域的な行政課題に関する調査研究や広域連携事業を実施するにあたり、

５市１町における広域連携の必要性を踏まえた５市１町の基本的な合意の枠組みとして、

今後、重点的に取り組むべき調査研究及び広域連携事業を定めた「第２次埼玉県東南部都

市連絡調整会議基本指針（以下「第２次基本指針」という。）」を平成２６年度に策定し

たところである。 

第２次基本指針では、今後、１０年間に重点的に取り組むべき調査研究及び広域連携事

業として１６件の事業を定めている。 

平成２８年度には、その中から「自然資源を活用した元気な地域づくりに関する調査研

究」をテーマとして調査研究を実施したところである。その調査研究の結果として、生物

多様性ガイドライン骨子（案）を作成するとともに、骨子（案）において位置づけられる

施策の推進のため、具体的な教材及び生きもの調査手法の事例研究を実施した。 

 

２）目的 

平成 28年度の「自然資源を活用した元気な地域づくりに関する調査研究」の成果を踏ま

え、５市１町の連携性を発揮する自然資源活用方策等について検討し、本圏域の生物多様

性の保全に資する調査研究を行う。 

また、調査研究においては行政のみならず、本圏域内に立地または活動拠点を置く大学

や住民団体等との連携を図り、自然資源活用方策の効果発現性を検討する。これにより、

埼玉県東南部地域としての生物多様性の保全に資する、新たな自然資源活用の方向性や可

能性を打ち出すことにより、地域住民が誇りと愛着を持ち、魅力ある地域づくりが進めら

れることとなり、地域の活性化や農業、観光など関連産業の発展、また交流人口の増加に

繋げることを目的とする。 
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２ 本調査研究の進め方 

１）５市１町からなる自然資源専門部会により、以下の検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 調査研究スケジュール 

１）調査研究スケジュール 

 自然資源専門部会 首長懇談会・幹事会 

４月  4/18  調整会議（総会） 

５月 5/12   第１回専門部会 5/16  第１回幹事会 

６月   

７月   

８月 

8/7    環境学習教材検討 

ワークショップ 

8/29   第 2 回専門部会 

 

９月 9/29   第 3 回専門部会  

10 月  10/19 第２回幹事会 

11 月   

12 月 12/26  第 4 回専門部会  

１月  1/29  第３回幹事会 

２月  2/19   首長懇談会 

3 月  第 4 回幹事会 

  

●各市町との連携： 
・3回の専門部会の実施 
・環境学習ツール検討のワーキングの
実施 

●環境活動団体との連携： 

・環境学習ツールに関する 2回の意見
交換   

・1回のワークショップ 

 

ガイドライン・環境学習教材の検討 
＜5月～10月・第 1～3回部会＞ 

現状や課題を踏まえ、『生物多様性 
ガイドライン』と『環境学習教材』
の内容検討 

ガイドライン・環境学習教材の作成 
＜11月～1月・第 4回部会＞ 
 

●各市町との連携： 
・1回の専門部会の実施 
●生物多様性ガイドラインの作成 

●生物多様性ガイドライン概要版の 
作成 

●生物多様性の保全・向上を促進する
ための環境学習教材の作成 

『生物多様性ガイドライン』、『生
物多様性ガイドライン概要版』、
『環境学習教材』の取りまとめ 
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第Ⅰ章 現況課題の整理・解析 

1  5市 1町の自然資源の概要 

１）5市 1町の自然資源の概要 

（１）本調査圏域 
●本調査圏域である埼玉県東南部地域は、５市１町の基礎自治体（草加市、越谷市、八

潮市、三郷市、吉川市、松伏町）により構成される。 

 

（２）面積規模 
●全面積は 183.80 ㎢である。（草加市 27.46 ㎢、越谷市 60.24 ㎢、八潮市 18.02 ㎢、

三郷市 30.22 ㎢、吉川市 31.66 ㎢、松伏町 16.20 ㎢ ） 

 
（３）人口規模 

●全人口規模は、915,733 人である。（平成 29年 4月 1日時点） 

（草加市 247,481人、越谷市 339,677人、八潮市 87,527人、三郷市 139,413人、吉川市

71,646 人、松伏町 29,989人）。 

 
（4）地形の概要 

●埼玉県東南部地域は、荒川と利根川の氾濫域に土砂が堆積し、東側の下総台地と西側

の大宮台地の間に組成された沖積平野に位置する。松伏町の北部の一部に「金杉台地」

が見られる以外は、殆どの地域が「中川低地」に区分されほぼ平坦な地形である。 

 
（5）自然資源の概要 

●埼玉県東南部地域の地形、水系、植生などの自然条件は近似した現況にある。全域的

に平坦な地形条件にあり首都圏に近接する事から、都市化が進展し自然資源が乏しい

状況にある。 

●まとまりのある残存樹林地は非常に乏しく、屋敷林や寺社林等の樹林が点在している。

比較的まとまった樹林は、河川敷などの河畔林や僅かな斜面林しか無い。一方、水辺

の環境としては、平坦な圏域内に縦横に河川、用水路、調節池などが豊富に存在して

いる。 

●また、農地に関しては本圏域北側の 2 市 1 町に比較的豊富に担保され、市町域をまた

がり連担した重要な自然的な要素となっている。南側 3 市では、市街化が進み島状に

残置された農地が都市公園等と連担し貴重な自然的拠点となっている。 

●全域的に、進展する都市化や社会経済状況の変化により、急速に緑や農などの自然資

源が減少しつつあり、これらは維持管理面でも質的に低下しつつある。 
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  2  5市 1町の自然資源に関する現状の整理 

1）航空写真 

埼玉県東南部地域 

５市１町の基礎情報 

 

 構成基礎自治体： 

草加市、越谷市、八潮市、

三郷市、吉川市、松伏町 

 全面積：183.80k ㎡  

草加市 27.46 k ㎡ 

越谷市 60.24 k ㎡ 

八潮市 18.02 k ㎡ 

三郷市 30.22 k ㎡ 

吉川市 31.66 k ㎡ 

松伏町 16.20 k ㎡ 

 全人口：915,733 人 

草加市 247,481 人

（H29.4.1） 

越谷市 339,677 人

（H29.4.1） 

八潮市 87,527 人

（H29.4.1） 

三郷市 139,481 人

（H29.4.1） 

吉川市 71,646 人

（H29.4.1） 

松伏町 29,989 人

（H29.4.1） 

 

出典 

Google Earth 
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2）地形区分図 

 荒川と利根川の氾濫

域に土砂が堆積し、東

側の下総台地と西側

の大宮台地の間に沖

積平野が組成。 

 松伏町の北部の一部

に「金杉台地」が見ら

れる以外は、ほとんど

の地域が「中川低地」

に区分されほぼ平坦

な地形。 

 本圏域の特徴的な自

然地形的要素として

「自然堤防」「後背湿

地」が僅かに残存。 

 

 

出典 

『埼玉県広域緑地計画』 

(H24.7/埼玉県) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

埼玉県広域緑地計画 
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3）主要な河川位置図 

 江戸川、中川、綾瀬川

を中心に、数多くの河

川、用水路、排水路、

調節池が在する。 

 繰り返される河川の

氾濫と抗しつつ、農地

や市街地を形成して

きた土地利用の歴史

の結果を表出。 

 生物多様性保全機能

以外にも、治水機能、

農用水供給機能、親水

機能、景観形成機能、

環境緩和機能、等の多

面的な機能を有す。 

 

出典 

『草加市緑の基本計画』 

(H11.3) 

『越谷市景観計画』 

(H25.4) 

『八潮市都市計画マス

タープラン』(H21.3)  

『三郷市都市計画マス

タープラン)』(H23.3) 

『吉川市緑の基本計画』 

(H13.4)  

『松伏町都市計画マス

タープラン』(H21.2) 
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4）主要な用水路位置図 

  

出典 

『草加市史 自然考古編 

図 31 草加市内排水路

略図』(S63.3) 

『草加市 建設部の概

要』(H28) 

『平成 27 年度 建設部

の概要』(H27)  

『越谷市 河川図』 

『八潮市 水路管理図』 

『三郷市 公共下水道基

本計画(雨水編)』(H4.3) 

『三郷市内河川位置図』 

『吉川市 HP』 

『吉川市 緑の基本計

画』(H13.4) 

『図 1-1-4 吉川市環

境保全指針-ふるさと吉

川の水と緑の保全と創

造-』(H12.3) 

『松伏町 主要な用排水

路位置図』 
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5）植生図 

 比較的広面積の主た

る植生は「水田雑草群

落」で、本圏域北側 3

市町（松伏町、吉川市、

越谷市）及び三郷市を

中心に広がる。 

 次いで、「路傍雑草群

落」や「畑地雑草群落」

が江戸川、中川、大落

古利根川付近に見ら

れる。 

 江戸川、中川、大落古

利根川河川敷には「ハ

ンノキ群落」がみられ

る。また、僅かに「シ

ラカシ群落」、「スダジ

イ-ヤブコウジ群落」、

「アカシデ-イヌシデ

群落」が散在する。 

 

 

出典 

『第 2 回自然環境保全

基礎調査（植生調査）現

存植生図（S56/環境

庁）』の 

「埼玉県 6「大宮」」 

「埼玉県 2 茨城県 28

「野田」」 

「埼玉県 7「東京西北

部」」 

「埼玉県 3「東京東北

部」」 
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6）土地利用現況図 

 本圏域の中心付近、

JR 武蔵野線沿線に

「越谷レイクタウン

地区」（越谷市）、「新

三郷ららシティ」、常

磐自動車道 IC に「ピ

アラシティ」（三郷市）

等の都市拠点が整備。 

 草加市、越谷市、八潮

市、三郷市では、都市

化が進展し、「住宅用

地」「商業用地」「工業

用地」が連担。 

 越谷市東部･西部、吉

川市、松伏町に「水田」

「畑」が一定のまとま

りで連担。 

 河川沿いに「その他の

自然地」が連続して存

在。 

 

出典 

『都市計画基礎調査』 

(H24.1.31/埼玉

県)GIS データの「土地

利用現況図」より圏域内

のデータを抽出、統合。 
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7）市街化区域図 

 南側の 3 市の市街化

区域の占める比率が

高い。特に草加市、八

潮市のほぼ全域が指

定。 

 北側の 2 市 1 町は比

較的比率は低い。特に

松伏町、吉川市は低

い。越谷市は鉄道を中

心とした地域を主に

概ね半分の市域の指

定。 

 

出典 

『草加市都市計画図』 

(H27.1) 

『越谷市都市計画図』 

(H27.3) 

『八潮市都市計画図』 

(H27.2) 

『三郷市都市計画図』 

(H26.3) 

『吉川市都市計画図』 

(H26.9.10) 

『松伏町都市計画図』 

(H22.3) 
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8）都市公園等配置図 

 都市計画決定済みの

都市公園の配置を抽

出。 

 主要な公園として以

下を抽出。 

 草加市（そうか公

園、綾瀬川左岸公

園、工業団地公園） 

 越谷市（平方公園、

しらこばと水上公

園、花田第五公園） 

 八潮市（八潮北公

園、大原公園、八潮

南公園） 

 三郷市（みさと公

園、早稲田公園） 

 吉川市（吉川公園、

永田公園、吉川沼辺

公園） 

 松伏町（まつぶし緑

の丘公園、松伏記念

公園） 

 

出典 

『都市計画基礎調査』 

(H24.1.31/埼玉県) 

GIS データの「都市公園

等決定整備状況図」より

圏域内のデータを抽出、

統合。 

『越谷市緑の基本計画』

(H28.3) 、『八潮市緑の

基本計画(Ｈ28.4)』を

反映。 
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９）埼玉県自然環境マップ 

 植生は、自然林、二次

林ともにごく僅か、水

田、畑が農地に、草原、

緑化地が河川敷に在

する。 

 湿地は、江戸川、中川、

大落古利根川、元荒

川、に散在。 

 動物は、11 箇所が抽

出。 

 

出典 

『彩の国豊かな自然環

境づくり計画基礎調査

資料集』（H9/埼玉県）

の「埼玉県自然環境マッ

プ」より、本圏域を抽出。

植生、特定植物群落、湿

地、動物の生息の状況を

整理、把握。 
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10）埼玉県保全状況マップ 

 該当する指定である

「鳥獣保護区」「ふる

さとの森」「農振、農

用地域」「生産緑地地

区」「都市計画決定公

園」を抽出。 

 「鳥獣保護区」は、『越

谷鳥獣保護区』である

「宮内庁埼玉鴨場周

辺」と「大吉調節池」 

の 2 区域。 

 「ふるさとの森」は、

屋敷林、社寺林として

16 箇所が抽出。 

 

出典 

『彩の国豊かな自然環

境づくり計画基礎調査

資料集（H9/埼玉県）』

の「埼玉県保全状況マッ

プ」などより、本圏域を

抽出。緑の保全に関係の

ある指定や規制につい

て整理、把握。 
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11）埼玉県自然評価マップ 

 貴重動物生息地は 7

箇所 

 湿地は 14 箇所 

 川のネットワークは

5 系統 

 「基礎評価」は、「野

生生物の生育基盤が

分断または喪失して

る」とされる評価Ⅲ

（0.1.2）が過半。農

地部分が「小規模なが

ら良好で緩衝地帯と

して意味をもつ」とさ

れる評価Ⅱ（3.4）。

河川敷が「良好で地域

の自然環境の核にな

る」とされる評価Ⅰ

（6.5）。 

 

出典 

『彩の国豊かな自然環

境づくり計画基礎調査

資料集（H9/埼玉県）』

の「埼玉県自然環評価マ

ップ」より、本圏域を抽

出。 

地形区分、生態系区分、

植生区分により「生息基

盤を類型化」。 

貴重性、多様性、景観性、

連続性等多角的観点に

より、7 段階に「基礎評

価」。 
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12）主要な生き物生息・生育位置図 

 草加市、八潮市、越谷

市については、自然環

境調査、生きもの調査

結果により位置を抽

出。 

 三郷市、吉川市、松伏

町については、緑の基

本計画等の行政計画

より保全ポイント・エ

リアを抽出。 

 埼玉県自然環境マッ

プより、生息が確認さ

れている動物の位置、

特定植物群落及び湿

地の位置を抽出。 

 

出典 

『そうかの自然-身近な

動植物たち-』

(H15.3.20)  

『H24 第 4 次ふるさ

といきもの調査報告書』

(H26.1/越谷市)  

『2012 やしおの自然 

-市民参加による自然環

境調査-』(H25.2)  

『やしおの自然-街に生

きづく仲間たち-』

(H2.3.31)  

『三郷市緑の基本計画』

(H23.6)  

『吉川市環境保全指針』

(H12.3)  

『松伏町緑の基本計画』

(H11.3)  

『埼玉県自然環境マッ

プ（3）』(H9.2) 
 

  



 

Ⅰ‐14 

13）県指定鳥獣保護区 

 越谷鳥獣保護区  

（越谷市）145.0ha 

 大吉鳥獣保護区  

（越谷市）10.3ha 

 みさと公園鳥獣保護

区（三郷市）16.9ha 

 まつぶし緑の丘公園

鳥獣保護区（松伏町）

26.5ha 

合計 4 箇所 198.7ha

の鳥獣保護区があり、指

定鳥獣が保護されてい

る。 

 

出典 

『平成 27 年埼玉県鳥

獣保護区等位置図』

（H27.10） 

以上より、「県指定鳥獣

保護区 」の抽出、統合

を行い、その状況を把

握。 
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14）旧「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づく指定状況図 

 「ふるさとの森」  

（ふるさとを象徴す

る緑を形成している

樹林地を指定） 

平成 25 年度末に制

度が廃止され、現在は全

て指定解除。市町の制度

等に移行している。 

（過去の指定状況：右図 

13 箇所 4.78ha） 

 「ふるさとの並木道」

（ふるさとを象徴す

る緑を形成している

並木の存する地域を

指定） 

平成 25 年度末に制

度が廃止され、現在は全

て指定解除。市町の制度

等に移行している。（過

去の指定状況：右図 

13 箇所 4.78ha） 

 

出典 

埼玉県越谷環境管理事

務所『ふるさと埼玉の緑

を守り育てる条例」に基

づく管内の指定状況等』

（H27.11.19）及び

『埼玉県保全状況マッ

プ（３）』（H９.２）より、

「ふるさとの森 」「ふる

さとの並木道」の抽出、

統合を行い、その状況を

把握。 
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15）景観方針図 

 各市とも、河川や用水

などを「景観軸」、田

畑や屋敷林の在する

農地を「景観ゾーン」

としており、この圏域

において、農の面的景

観と、それをつなぐ水

の線的景観が「水と緑

の景観」として重要視

されている。 

 

出典 

『草加市景観計画』 

地区別方針に基づくゾ

ーニング図（H20.3） 

『越谷市景観計画』 

景観形成方針図

（H25.3） 

『八潮市景観計画』 

景観区分図（H28.7） 

『三郷市景観計画素案』 

景観形成方針図

（H22.3） 

以上より、各市が位置付

けている水と緑の「景観

軸」や「景観拠点」、「景

観ゾーン」の抽出、統合

を行い、その状況を把

握。 
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16）農業振興地域土地利用計画図 

 南側の 3 市（草加市、

八潮市、三郷市）にお

いて、 「農用地区」

「農業振興地域」の指

定はない。 

 越谷市は、市域の東端

と西端に吉川市、松伏

町は域内中央部に、何

れも帯状に配置。 

 越谷市東端、吉川市、

松伏町の「農業振興地

域」は、市町域を超え、

ほぼ連担している。 

 

出典 

『越谷市農業振興土地

利用計画図』(H21.10) 

『吉川市農業振興地域

土地利用計画図』

(H26.3) 

『松伏町農業振興地域

整備計画書』(H11.3) 
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17）本圏域の自然資源マップ 

  

出典 

『各市町緑の基本計画』

『環境保全指針』 

『いきもの調査報告書』 

『自然環境管理団体活

動位置図』等より 

※本圏域の公園、農地、

樹林、河川の状況及び自

然環境管理団体の活動

場所・エリアを抽出し解

析した上で、本圏域の中

でモデルとなる地区を

保全すべき自然資源４

タイプ「都市公園」、「農

地」、「樹林・屋敷林」、

「河川・水路」の視点か

ら抽出。 
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  ３  5市 1町の自然資源に関わる行政計画の整理 

１） 行政計画の更新に関する整理（5市 1町） 

過年度において整理・解析を行った、５市１町の自然資源に関わる行政計画について更

新等の有無を確認・整理した。 

 

 
草加市 越谷市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 

環境基本 
計画 

（5市） 
改定なし 改定なし 改定なし 改定なし 改定なし ― 

緑の基本 
計画 

（5市 1町） 

改訂あり 
（Ｈ29 年
４月） 

改定なし 改定なし 改定なし 改定なし 改定なし 

景観計画 
（4市） 

改定なし 改定なし 改定なし 改定なし ― ― 

農業振興地
域整備計画 
（2市 1町） 

― 改定なし ― ― 改定なし 改定なし 

都市農業振
興基本計画

等 
（3市） 

― 改定なし 改定なし 改定なし ― ― 
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２） 環境基本計画（5市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体名 草加市 越谷市 八潮市

策定年月 平成28年3月
平成23年12月

（一部改訂　平成28年4月）
平成28年4月

望ましい

環境像

人と自然が共に生きるまち　そうか 未来へつなげよう、地球と人にやさし
いまち　こしがや

水と緑にふれあえる、環境にやさしい
まち八潮

目標 環境目標1

：水環境の保全と創造

　～水と共生するまちを創ろう～

環境目標2
：身近な自然の保全と創造
　～生きものと共生するまちを
　　創ろう～

環境目標3

：低炭素社会の推進

　～地域と地球に優しいまちを創ろう～

環境目標4

：生活環境の保全

　～安心で快適なまちを創ろう～

環境目標5
：環境に配慮した行動の実践と拡大
　～環境に配慮した行動を実践
　　しよう～

基本目標1

：安全で安心して暮らせる生活環境を

　守るまち

基本目標2

：資源やエネルギーを大切にし、エコな

　暮らしを実現するまち

基本目標3
：多様で豊かな自然の恵みを
　次世代へつなげるまち

基本目標4

：潤いと安らぎがある、住み続け

　たいまち

基本目標5
：市民みんなの協働で、だれもが
　環境保全に参加するまち

環境目標

自然環境分野
　きれいな水と豊かな緑に恵まれ、
　人と自然がともに生きるまち

生活環境分野

　健康で安心した生活を送ることが

　できるまち

快適環境分野

　快適でいつまでも住み続けたいと思う

　まち

地球環境分野

　温室効果ガスやごみの排出量が削減され

　た地球環境を守るまち

環境活動分野
　みんなが環境への思いやりを持ち
　環境活動に参加するまち

取り組み

（施策）

の方向性

基本目標3

：多様で豊かな自然の恵みを次世代へ

　つなげるまち

多様な動植物が生息・生育する豊かな自然と

ふれあえるまちを守ろう

　①いきものとふれあえる空間の整備

　②いきものとふれあえる活動の推進

　③有害動植物対策

　④生物多様性の向上

　⑤生物多様性の普及

希少な動植物を守り増やそう

　①希少動植物の復元と保全

　②自然ネットワークの形成

　③動植物の分布状況の把握

　④生き物の生育空間の保全

河畔林・農地・社寺林・屋敷林などの緑を守

り、育てよう

　①都市環境の保全につながる身近な

　　緑化整備等

　②樹林、樹木の保全

　③農地とその周辺の保全

　④優良農地の保全･有効活用

　⑤環境保全型農業の推進

　⑥自然環境の保全体制の整備

　⑦民有地の緑化推進

　⑧緑のネットワークの整備

　⑨緑の創出と保全対策

　⑩都市基幹公園の整備

　⑪住区基幹公園の整備

　⑫公園施設の維持管理

　⑬緑道の整備

　⑭身近な自然の保護

環境目標2

：身近な自然の保全と創造

環境施策の柱2-1

：生きものと共生するまちづくりの推進

【取組方針1】

自然環境の調査

①自然環境や生物の多様性を保全する

　ため、生きもの調査を定期的に実施

　します。

【取組方針2】

生きものの生息・生育環境の保全

①生きものの生息・生育環境の保全と

　創造を図ります。

②主要な河川、水路や緑道、公園や

　広場、街路樹、屋敷林や農地などの

　みどりをつなげ、親水空間の創出や

　生態系保全のための「水とみどりの

　ネットワーク」の形成を図ります。

③「外来生物法」や「生態系被害防止

　外来種リスト」に基づき、外来生物

　による生態系等への被害防止に

　努めます。

④希少生物種の生息・生育状況の情報

　収集に努め、適切な保全策を

　講じます。

【取組方針3】

生きものとふれあえる空間の創造

①野生の生きものに親しめる場として、

　自然観察ができる場所づくりを進め

　ます。

②多様な生きものの生息空間や環境

　学習の場として、市民との協働に

　より、サンクチュアリやビオトープ

　の適切な維持管理を推進します。

1.自然環境分野

方針1

：八潮らしい自然の保全とふれあいの確保

■緑化の推進

1-1-1　公共施設整備･維持管理

1-1-2　緑と花いっぱい運動の推進

1-1-3　八潮市緑の基金の有効活用

1-1-4　屋上緑化・壁面緑化等の推進

1-1-5　市民との協働による緑化活動の

　　　　 推進

■緑地の保全

1-1-6　保存樹木等奨励金制度の周知

1-1-7　緑地協定締結の促進

■水辺環境の保全

1-1-8　河川･湿地の保全

1-1-9　河川改修の促進

方針2

：生物多様性の保全及び利用

①生き物の生息･生育空間の確保

1-2-1　生物多様性の保全及び持続可能

　　　　 な利用に関する計画の検討

1-2-2　ビオトープ等の保全と水と緑の

　　　　 ネットワーク化の推進

1-2-3　市民参加による自然環境調査等

　　　　 の実施

1-2-4　自然保護や生物多様性に係る

　　　　 普及啓発の実施

②外来生物対策

1-2-5　外来生物の対策

③自然体験の場･機会の提供

1-2-6　自然体験の場づくり

1-2-7　自然体験の推進

方針3

：都市型農業による環境保全機能の維持

　・増進

①環境保全型農業の推進

1-3-1　環境保全型農業の推進

1-3-2　農業後継者の育成

1-3-3　優良農地の保全

1-3-4　都市農地の保全

②農とのふれあいの確保

1-3-5　市民農園の管理

1-3-6　生産緑地地区の保全

1-3-7　ふれあい農業の促進

③地産地消の促進

1-3-8　ハッピーこまちゃんの活用

1-3-9　ふれあい農産物直売所の支援

1-3-10　地場産農産物PRの推進

1-3-11　地産地消の推進
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自治体名 三郷市 吉川市

策定年月 平成25年3月 平成12年3月

望ましい

環境像

豊かな水と緑とともに　環境について
考え、創造に取り組むまち

ふるさと吉川の水と緑の保全と創造

目標 （自然環境）
　豊かな自然の保全･創造をめざして

（生活環境）
　健康で暮らしやすいまちの実現を
　めざして

（快適環境）
　快適で住み心地の良いまちの
　実現をめざして

（地球環境）
　地球と人にやさしいまちの
　実現をめざして

水の浄化と緑の保全･創造及び水と緑の

ネットワークづくり

　(1)環境負荷を削減する都市

　(2)環境と共生する都市

　(3)歴史と将来の調和する都市

取り組み

（施策）

の方向性

4-1　環境施策の柱1（自然環境）

豊かな自然の保全･創造をめざして

取り組みの方針

：自然の恵みである水と緑を保全しよう

・水と緑の保全と創造

・環境保全に資する農地の保全

取り組みの方針

：みさとの生き物と共生しよう

・生物多様性の保全

(1)環境負荷を削減する都市

1)水質の保全

   ・河川･水路の水質浄化

   ・流域市町との浄化ネットワーク

   ・生活排水対策

   ・産業排水対策

   ・水質異常時の対応

2)大気環境の保全

   ・自動車排出ガス対策

   ・産業による大気汚染防止

   ・周辺市町との汚染防止ネットワーク

3)廃棄物の適正処理

   ・ごみの減量化･資源化、適正処理

   ・リサイクル社会の構築

   ・市民の意識啓発

4)エネルギー低消費型社会の構築

   ・省エネルギー、省資源の促進

   ・新エネルギーの導入

   ・エネルギーの有効利用

5)水環境の保全

   ・水田の水源涵養機能の向上

   ・雨水の地下浸透の促進

   ・河川･水路の循環的利用

6)騒音防止対策

   ・発生源対策

   ・防音対策

7)環境監視体制の推進

   ・監視･測定の促進

   ・地域開発に伴う環境負荷の低減
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自治体名 草加市 越谷市 八潮市
取り組み

（施策）

の方向性

基本目標5

：市民みんなの協働で、だれもが環境保全

　に参加するまち

学校や地域、事業所などあらゆる場で環境教

育、学習を行い、環境に優しい心豊かな人を

育てよう

　①子供の環境教育

　②地域の環境教育

　③環境教育の充実

　④環境教育推進

より多くの市民、事業者による主体的な環境

保全活動に取り組もう

　①環境保全活動の協働体制の整備と連携

　②市民参加型環境保全活動の推進

　③こどもエコクラブの拡充

　④環境にやさしい学校づくり

環境保全活動と情報のネットワークをつく

り、交流による更なる活動を推進しよう

　①環境保全活動のネットワーク化

　②環境情報の充実

　③環境宣言制度等の普及啓発

　④様々な環境イベントによる意識啓発

　　推進

環境施策の柱２－２

：みどりの保全と創出

【取組方針1】

公園整備や公共用地の緑化推進

①自然とのふれあいの場、やすらぎの

　場として公園や広場の整備を進めます。

②街路樹や河川沿いの樹木の保全及び

　整備を通して、道路や水辺の緑化を

　進め、緑地空間をつくります。

③国名勝に指定された草加松原の松を

　保全するため、松の管理を継続的に

　行います。

④公共施設の整備の際には、積極的に

　緑化を進めます。

【取組方針2】

民有地内の緑化対策の推進

①屋敷林をはじめとする保存樹林等の

　所有者を一部助成により支援し、

　みどりの保全を図ります。

②都市農業を振興するとともに、

　農地を貴重な緑地として保全し、

　公園・緑地・その他公共施設の敷地

　として適していると見込まれる土地

　について、必要に応じて生産緑地

　地区の追加指定を継続します。

③大規模開発行為＊又は建築行為に

　対して、「草加市開発事業等の手続

　及び基準等に関する条例」に基づき、

　緑化や公園緑地の設置等の指導を

　行い、みどりを増やします。

【取組方針3】

緑化活動への支援

①みどりや花による緑化活動を行う

　市民団体等に対し、支援や育成を

　行います。

5.環境活動分野

方針1

：地域での環境活動の推進

①協働による環境活動を促進するための

　仕組みづくり

5-1-1　県の環境アドバイザー等との連

　　　　携

5-1-2　協働の担い手づくり

②ネットワークづくりと情報共有

5-1-3　広報やしおの発行

　　　　(環境に関する情報提供)

5-1-4　ホームページの維持管理

　　　　(環境に関する情報提供)

5-1-5　NPO活動団体の交流促進

5-1-6　図書館での情報提供

5-1-7　コミュニティの仕組みづくり

③活動の場･機会の提供

5-1-8　  地域での環境活動の場･機会の

              提供

5-1-9　  ゆまにて利用者による

　　　　   ゆまにて祭の実施

5-1-10　環境推進大会の開催

5-1-11　ビオトープの保全活動

5-1-12　「中川やしおフラワーパーク」

　　　　　及び「中川やしお水辺の楽校」

　　　　　の運営・管理の支援

5-1-13　緑と花いっぱい運動の推進

5-1-14　景観まちづくりの推進

5-1-15　ボランティア活動の育成・支援

方針2

：環境教育･環境学習の推進

①生涯学習等における環境学習の推進

5-2-1　出前講座の実施

5-2-2　市民大学･大学院の運営

5-2-3　環境月間におけるロビー展示

5-2-4　文化財愛護啓発活動の充実

5-2-5　消費生活展の開催

②環境教育の推進

5-2-6　キッズISOの推進

5-2-7　学校における環境教育の推進

5-2-8　食育の推進
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自治体名 三郷市 吉川市
取り組み

（施策）

の方向性

4-2　環境施策の柱2（生活環境）

健康で暮らしやすいまちの実現をめざして

取り組みの方針

：公害のないまちをめざそう

・大気の保全

・水質の保全

・騒音･振動の防止

・その他の公害の防止

取り組みの方針

：新たな有害物質の影響を防ごう

・ダイオキシン類対策の推進

・新たに取り組むべき対策の推進

(2)環境と共生する都市

1)環境保全区域の指定

　・貴重な動植物の保全

　・すぐれた自然環境の保全

　・身近な動植物の保全

　・ビオトープの創出

2)水辺の保全と創出

　・河川･水路の保全、整備

　・親水エリアの創出

3)緑の保全と創出

　・農業をとりまく環境の保全と活用

　・生産緑地の保全

　・屋敷林の保全

　・公共緑地の整備

　・道路緑化の推進

4)水と緑のネットワーク整備

　・緑道の整備

　・ネットワークの推進

5)環境学習推進体制の確立

　・施設の整備

　・自然とのふれあいの場の整備

　・環境教育の推進

6)環境の調和

　・適正な土地利用の推進

　・都市環境の整備

　・環境配慮の推進
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自治体名 草加市 越谷市 八潮市
取り組み

（施策）

の方向性

環境目標5

：環境学習の推進

環境施策の柱５－１

：学校・地域における環境教育・

環境学習の推進

【取組方針1】

学校における環境教育の推進

①次世代を担う小中学生を対象に、

　エネルギー問題や環境問題の意識

　付けを行います。

②小学5年生及び中学2年生の全員

　による自然教室を通して、自然体験

　を行い、環境を大切にする心を

　育てます。

③教職員を対象とした環境教育に

　関する研修を進めます。

④学校給食用牛乳パック及びアルミ缶

　の回収を行います。

⑤身近な環境問題を取り上げた

　学習教材を各学校で活用します。

【取組方針2】

地域における環境学習の推進

①市民・事業者の環境保全意識高揚

　のため、環境学習の機会の充実を

　図ります。

②市民・事業者の環境学習の拠点と

　なる場所の拡大・充実を図ります。

③環境学習活動に講師の派遣等の

　支援を行います。

④市民の環境保全意識高揚のため、

　環境学習に関する図書や視聴覚資料

　の活用を図ります。

⑤省エネルギーに関するセミナーを

　通じて省エネルギー意識の向上に

　努めます。

⑥地域における省エネルギー活動の

　指導員や推進員を通じて、

　省エネルギー行動の普及を図ります。

⑦自然保護意識の向上と身近な自然

　環境を保全するため、観察会等を

　実施します。
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自治体名 三郷市 吉川市
取り組み

（施策）

の方向性

4-3　環境施策の柱3（快適環境）

快適で住み心地の良いまちの実現をめざして

取り組みの方針

：きれいで清潔なまちにしよう

・ごみのポイ捨て、不法投棄の防止

取り組みの方針

：歴史･文化を保全しよう

・歴史･文化資源の保全

取り組みの方針

：快適で環境と調和する都市空間を

　つくろう

・都市における緑化の推進

・潤いのある公園とオープンスペースの

　創出

・快適で安全な道路空間の確保

・まちに調和した景観づくりの推進

・計画的なまちづくりの推進

(3)歴史と将来の調和する都市

1)景観資源の保全

・吉川の原風景の保全

2)景観の創造

・都市的環境の整備

3)歴史的環境の保全

・歴史的･文化的環境の保全

4)地域シンボルの整備

・地域特性モニュメントの整備

・環境啓発と市民参加
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自治体名 草加市 越谷市 八潮市
取り組み

（施策）

の方向性

環境施策の柱５－２

：環境に配慮した⾏動及び生活の実践

【取組方針1】

エコライフの普及、啓発

①日常生活の中で省エネ及び省資源

　の効果を分かりやすく確認できる

　手法を紹介します。

②チェックシート等により省エネ

　ルギー行動の意識付け、動機付け

　を行います。

③家庭でできる温暖化対策（エコ

　ライフ）の普及、啓発を進めます。

【取組方針2】

地域の環境保全活動の充実

①市民・事業者が環境保全活動へ

　参加できる機会の充実を図ります。

②環境保全活動をけん引する市民

　団体やボランティアの次世代の

　人材育成を図ります。

【取組方針3】

環境に配慮した活動への支援

①日常的な買い物を通して環境問題

　に対する市民意識を高め、環境に

　配慮した消費者（グリーン

　コンシューマ）を育成するため、

　情報提供や研修会等を行います。

②有機農産物の生産振興を図るため、

　生産者へ減農薬や有機栽培に関する

　情報提供等の支援を行います。

③環境保全に貢献している市民団体を

　支援します。

④事業所と地域住民との融和を図る

　ために行う施設改修等の取り組み

　を支援します。

⑤事業所に対して環境マネジメント

　システム等の普及啓発を行い、

　支援します。

⑥省エネルギー行動が実践できるよう

　取り組みの支援や啓発を実施します。

【取組方針4】

環境保全情報の収集と提供

①環境問題に係る情報の収集・提供

　を行います。

②市民・事業者が行う環境保全活動

　を発表する場を提供します。

③市民・事業者が行う環境保全活動

　について周知を行います。
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自治体名 三郷市 吉川市
取り組み

（施策）

の方向性

4-4　環境施策の柱4（地球環境）

地球と人にやさしいまちの実現をめざして

取り組みの方針

：低炭素社会を構築しよう

・新エネルギー導入の推進

・省エネルギー対策の推進

取り組みの方針

：資源循環型のライフスタイルを実践

　しよう

・ごみの発生抑制と資源化･リサイクル

　の推進

・廃棄物の適正な処理の推進

取り組みの方針

：環境保全･創造に取り組む仲間を

　増やしていこう

・環境教育･学習の推進

・環境づくりに対する意識啓発の推進



 

Ⅰ‐28 

  

自治体名 草加市 越谷市 八潮市
達成指標

・目標

環境目標5

：環境に配慮した行動の実践と拡大

～環境に配慮した行動を実践しよう～

環境施策の柱5-1

：学校・地域における環境教育・環境学習の

推進

環境施策の柱5-2

：環境に配慮した行動及び生活の実践

【長期（平成47年度）達成目標】

・地域の環境活動に参加したことが

　ある市民の割合

　目標値：50％

　現状値：15％

【短期（平成31年度）達成目標】

・エコライフデイへ取り組む市民

　の数

　目標値：73,000人

　現状値：71,655人

・草加環境推進協議会との協働に

　よるイベント等の参加者の満足度

　目標値：90％

　現状値：-

基本目標5

：市民みんなの協働で、だれもが環境保全

　に参加するまち

学校や地域、事業所などあらゆる場で環境教

育、学習を行い、環境に優しい心豊かな人を

育てよう

・平成27年までに環境教育コンテンツ

　活用実施率を100%にする

より多くの市民、事業者による主体的な環境

保全活動に取り組もう

・平成32年までのECOこしがや推進

　事業所宣言をした企業数目標300社

　(現況106社/平成21年)

・平成32年までのECOこしがや

　ファミリー宣言をした世帯数目標

　8,000世帯

　(現況3,782世帯/平成21年)

環境保全活動と情報のネットワークをつく

り、交流による更なる活動を推進しよう

・平成32年までの環境イベントへの

　参加者数目標10,000人

　(現況6,725人/平成21年)

5.環境活動分野

方針2

：環境教育･環境学習の推進

①生涯学習等における環境学習の推進

5-2-1　出前講座等の実施

・平成37年までに環境に関する講座等の

　実施回数を12回/年にする

　(現況1回/年/平成26年)

5-2-4　文化財愛護啓発活動の充実

・各種講座の開催を23回/年に継続する

　(現況23回/年/平成26年)

環境目標2

：身近な自然の保全と創造

　～生きものと共生するまちを創ろう～

環境施策の柱2-1

：生きものと共生するまちづくりの推進

環境施策の柱2-2

：緑の保全と創出

【長期（平成47年度）達成目標】

・市内で確認された猛禽類（鳥類）

　の子育て（繁殖・営巣）

　目標値：４種

　現状（平成26年度）値：1種

【短期（平成31年度）達成目標】

・古綾瀬自然ひろばで確認された

　鳥類の種数

　目標値：27種

　現状（平成26年度）：-

・公園・広場等の面積

　目標値：53.14ha

　現状（平成26年度）：52.82ha

・緑化推進団体の数

　目標値：45団体

　現状（平成26年度）値：40団体

1.自然環境分野

方針1

：八潮らしい自然の保全とふれあいの確保

①緑化の推進

1-1-2　緑と花いっぱい運動の推進

・平成37年までに市民花壇の設置数を20

　か所　に増やす(現況6か所/平成26年)

1-1-4　屋上緑化・壁面緑化等の推進

・平成37年までに公共施設等における屋

　上緑化を5か所に増やす(現況1か所/平

　成26年)

1-1-5　市民との協働による緑化活動の

　　　　推進

・平成37年までに生垣設置の奨励を200

　ｍにする(現況0ｍ/平成26年)

方針2

：生物多様性の保全及び利用

①生き物の生息･生育空間の確保

1-2-2　ビオトープの保全活動

・平成37年までに市民団体によるビオト

　ープの管理運用件数を2件に増やす

　(現況1件/平成26年)

方針3

：都市型農業による環境保全機能の維持

　・増進

①環境保全型農業の推進

1-3-1　環境保全型農業の推進

・平成37年までにエコファーマー数を30

　人に増やす(現況26人/平成26年)

1-3-2　農業後継者の育成

・平成37年までに認定農業者数を30人に

　増やす(現況27人/平成26年)

基本目標3

：多様で豊かな自然の恵みを次世代へ

　つなげるまち

多様な動植物が生息・生育する豊かな自然と

ふれあえるまちを守ろう

・平成32年までの越谷市ふるさと

　いきもの調査で確認される動植物の

　種類を増やす(現況1,032種/平成19年)

希少な動植物を守り増やそう

・平成32年までにコシガヤホシクサを

　野生復帰させる(野生絶滅/平成21年現

　在)

・平成32年までにキタミソウの生息ヶ所

　を増やす(現況2ヶ所/平成21年)

・平成32年までに在来種フジバカマの

　生息面積を増やす

　(現況85㎡/平成21年)

河畔林・農地・社寺林・屋敷林などの緑を守

り、育てよう

・平成27年までの緑道等の整備延長目標

　43.6km(現況41.5km/平成21年)

・平成27年までの樹林･樹木の現況調査

　目標100%(現況0%)

・平成27年までの平方公園整備事業の

　進捗率目標36%(現況0%)

・平成27年までの市民1人あたりの

　公園･緑地面積目標5.95㎡

　(現況5.48㎡/平成21年)

・平成27年までの市民管理公園等の

　割合目標10%(現況3%)
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自治体名 三郷市 吉川市
達成指標

・目標

4-3　環境施策の柱3（快適環境）

快適で住み心地の良いまちの実現をめざして

取り組みの方針

：快適で環境と調和する都市空間を

　つくろう

・平成27年までに市民１人あたりの

　都市公園面積を3.2㎡/人 にする

　(現況3.14㎡/人/平成23年)

・平成27年まで市民１人あたりの

　公園等面積(都市公園、ちびっ子公園、

　運動公園等を含む)の現状を維持する

　(現況7.79㎡/人/平成23年)

4)水と緑のネットワーク整備

【ビジョン目標】

　・水と緑のネットワークのなかで、

　　「うるおい」と「やすらぎ」が

　　感じられる街を目指します。

5)環境学習推進体制の確立

【ビジョン目標】

　・知りたい環境情報が得られ、

　　市民が環境に対する理解を

　　深められる環境を整えます。

6)環境の調和

【ビジョン目標】

　・吉川らしい街並みがあり、

　　水や緑などに彩られ、身近な

　　生き物たちと共存できる街を

　　目指します。

4-4　環境施策の柱4（地球環境）

地球と人にやさしいまちの実現をめざして

取り組みの方針

：環境保全･創造に取り組む仲間を

　増やしていこう

・平成27年までにエコライフDAY

　参加者数を夏20,062人、冬21,232人

　にする(現況 夏14,862人、

　冬15,542人/平成23年)

・平成27年まで水と緑の環境フェスタ

　来場者数を維持する

　(現況2,000人/平成23年)

・平成27年までに環境活動ボランティア

　団体の登録数を5団体にする

　(現況2団体/平成20年)

(2)環境と共生する都市

1)環境保全区域の指定

【ビジョン目標】

・市内全域でアオスジアゲハを

　見ることができる街にします。

2)水辺の保全と創出

【数値目標】

・1河川につき1ヶ所以上の親水エリアを

　整備します。

【ビジョン目標】

・生物とふれあい、自然と水に親しめる

　水辺環境を取り戻します。

3)緑の保全と創出

【ビジョン目標】

・市民が農業にふれあう機会を増やし、

　すべての市民が農地の大切さを認識

　できるようにします。

・樹木が四季を彩る街を目指します。

4-1　環境施策の柱1（自然環境）

豊かな自然の保全･創造をめざして

取り組みの方針

：自然の恵みである水と緑を保全しよう

・平成27年までに市域の緑地率を

　22%にする(現況21.6%/平成23年)

・平成27年までに江戸川クリーン大作戦

　の参加者１人あたりの回収した

　ごみ量を0.53㎏にする

　(雨天中止/平成23年)

・平成27年までに第二大場川浮遊ゴミ等

　回収大作戦の参加者１人あたりの

　回収したごみ量を3.09㎏にする

　(3.64㎏/平成23年)

・平成27年まで販売農家50戸を

　維持する(現況50戸/平成24年)

・平成27年までの認定農業者数

　を現況維持する

　(現況36人、1法人/平成24年)

・平成27年までの市民農園･体験農園数

　を現状維持する(現況7箇所/平成24年)

　

取り組みの方針

：みさとの生き物と共生しよう

・平成27年までに市内のビオトープ

　整備数を3箇所にする(現況2箇所)
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自治体名 草加市 越谷市 八潮市

策定年月
平成11年3月

（平成29年４月改定）

平成11年3月

(平成２８年3月改定)
平成28年4月

基本理念

基本理念

緑の拠点づくりとネットワーク型のまちづく

りの推進

基本理念

みんなで守り、創り、育て、

自然と共生する心やすらぐ緑のまち

基本理念

将来の世代に緑ゆたかな良好な環境を継承し

ていくため、自然と共生し、市民、団体、事

業者等すべての主体と協働して、残された水

辺や緑地の保全とともに新たな緑の創出によ

る水と緑のゆたかなまちづくりを目指しま

す。

緑の将来像

将来目標

みどりと水辺を身近に体感できる

快適都市

緑の将来像

■水と緑と人をつなぐ

　環境共生都市･こしがや

　・水と緑をつなぐ

　　（水と緑の拠点と緑地軸の形成）

　・いのちをつなぐ

　　（環境保全、生態系の保護）

　・想いをつなぐ

　　（緑に対する想い（大切さ）

　　　をつなぐ）

　・人と人をつなぐ

　　（憩いの場、ふれあいの場、

　　　市民や事業者との協働）

　・未来へつなぐ

　　（越谷らしい景観や歴史・

　　　文化の継承）

緑の将来像

共生・協働による水と緑ゆたかなまち

八潮

基本方針

基本方針

（１）歩いて楽しい水とみどりの

　　　ネットワークの形成

（２）身近なみどりの拠点となる公園

        ・広場の整備・充実

（３）草加らしいみどりの創出

（４）市民とともに守る身近なみどり

計画の基本方針

基本方針１　まもる：緑の保全

基本方針2　ふやす：緑の創出

基本方針3　つなぐ：緑の連携

基本方針4　質をたかめる：緑の質の向上

基本方針5　活動をささえる：緑の活動

　　　　　　支援

取組みの基本方針

基本方針1　人と自然が共生するまち

　　　　　　（自然の保全・活用）

基本方針2　地域や生物にやさしいまち

　　　　　　（環境・生物多様性）

基本方針3　緑による安全・安心で

　　　　　　快適なまち

　　　　　（防災・レクリエーション）

基本方針4　四季の彩りと調和した

　　　　　　魅力あるまち（景観）

基本方針5　市民等とはぐくむ

　　　　　　緑ゆたかなまち（協働）

計画目標

将来目標

●本市の区域内及び市街地の都市公園の

　市民一人当たりの敷地面積の将来目標

　 3.２㎡/人

みどりの目標

●市街化区域の緑被率

　平成38年の目標値　　　20.6％

●「みどりの保全と創出」に満足

    している市民の割合

　平成38年の目標値　　　52.8％

●葛西用水路の親水護岸整備率

　平成38年の目標値　　　75％

●市街化区域における公園・広場を

　歩いて利用できる範囲の割合

　平成47年の目標値　　　75％

●公園・広場について満足している

   市民の割合

　平成47年の目標値　　　28.8％

●保存樹林の指定件数

　平成38年の目標値　　　28本

●保存樹木の指定件数

　平成38年の目標値　　　26本

●緑化推進団体件数

　平成47年の目標値　　　61団体

計画の目標

（1）緑地面積の確保

①永続性の高い緑地については、市域

　面積の24.0％の確保を目指します。

②公園緑地等については、面積15％

（約30ha）以上の増加を目指します。

（2）緑の質の向上

③市内における緑の質の向上に努め

　ます。

（3）市民との協働

④市民・事業者・行政の協働により緑化

　を推進し、維持管理団体の数を100

　団体　とすることを目指します。

計画の目標

（1）緑地の確保量

○目標指標

　都市計画区域の緑地面積

　平成27年度（策定時）…193.55ha

　平成37年度…200.17ha

（2）都市公園の整備

○目標指標

　都市計画区域の市民1人当たりの

　都市公園面積

　平成27年度（策定時）…2.20㎡/人

　平成37年度…2.6㎡/人

（3）緑に対する市民満足度

○目標指標

　緑に対する市民満足度※

　平成27年度（策定時）…14％

　平成37年度…40％
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自治体名 三郷市 吉川市 松伏町

策定年月 平成23年6月 平成13年4月 平成11年3月

基本理念

緑のまちのイ メ ージ

みんなで育む水と緑と花のガーデンシティ

基本理念

水と緑のネットワークの形成

基本理念

河川沿いや農地に代表される本町固有の緑を

保全･活用し、また、都市基盤の整備に伴い新

たな緑を創造していくことで、「水と緑の

ネットワーク」を実現していくことを計画の

基本理念とします。

緑の将来像

3つの目標

水　環境の基盤となる水辺が豊かなまち

緑　質の高い花と緑が彩るまち

人　市民･団体･事業者と市の緑の

　　パートナーシップが支えるまち

緑の将来像

・水と緑の軸

・緑の拠点

・吉川らしい田園風景

・緑豊かな市街地

・良好な水辺環境

　上記を市内に展開し「水と緑の

　ネットワーク」を実現する

緑の将来像

人の輪でみがく緑のまちづくり　松伏

→人の輪:町民、企業、行政の協働による

　取り組み

→みがく:向上させる、価値を高める

→緑(みどり):身近な草花から緑地までを

　含めた多様な緑

基本方針

計画の基本方針

1.三郷の環境を支える水辺と緑を守り、

　育てる

2.魅力ある公園や緑のオープンスペース

　をつくる

3.花と緑があふれる街並みとネット

　ワークつくる

4.花と緑にかかわる市民との協働を推進

　する

計画の基本方針

1.吉川らしい緑をまもる

2.特色ある緑をつくる

3.市民と共に緑を育てる

取り 組みの基本方針

①固有の緑の保全と活用を進めます

②新たな緑の創出を進めます

③住民参加の緑の活動を拡大します

④人と自然に配慮した取り組みを進め

　ます

計画目標

緑の目標水準

●市域の緑地率 22%

●市民１人当たりの都市公園の整備水準

　3.2㎡/人

●市民１人当たりの公園等の整備水準

　7.5㎡/人

●緑の基本計画に対する認知度 60%

●市民が主体となった花と緑の活動団体

　数 150団体

●市民が維持管理にかかわる公園の割合

　60%

●三郷の水や緑に対する満足度 40%

　(5人に2人程度)

●公園の整備内容･管理等に対する満足度

　50%(2人に1人程度)

計画の目標

●緑地の確保目標

　市街地内では10%以上の緑地面積の

　確保をめざします

●都市公園の整備目標

　都市公園の3倍増をめざします

●緑化の整備目標

　公共施設の緑被率20%をめざす

　とともに、緑豊かな親しみのある

　道路空間を形成します

計画の目標

1）緑地の確保目標

     町域全体で40%以上の緑地を

     確保します

2）都市公園の整備目標

     都市公園の面積を現状の3倍

     に増やします

3）緑化の目標

     一世帯に一つの緑の活動参加を

     目指します
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自治体名 草加市 越谷市 八潮市

施策 基本方針と 施策 施策の推進 計画の内容

基本方針(1)に対する施策
　１） 水辺とみどりの空間の充実

　　　  ① 親水空間の整備

　　　  ② 水辺環境の維持・保全

　　　  ③ 河川・水路を軸としたみどり

              の充実

　2） 草加の顔となる水辺とみどり

　　　の交流拠点の充実

　　　  ① 歴史文化資源を核とした拠点の

              保全・充実

　　　  ② 水辺とみどりの交流拠点の保全

             ・充実

１ まもる
　（1）市の拠点となる緑地の保全

　　  ・法や条例に基づく緑地の保全

　（2）身近な緑地の保全

　　  ・屋敷林や社寺林などの身近な樹林・

　　　  樹木の保全

　　  ・越谷らしい緑の保全と活用

　（3）農地の保全と活用

　　  ・農地とその周辺の保全と活用

　　  ・生産緑地地区の維持・存続・追加

　

　（4）水辺環境の保全

　　  ・主要な河川・水路・調節池等の

　　　  水辺環境の保全

基本施策　水辺・緑地の保全活用
　施策1-1　中川・綾瀬川等の水辺の保全

　施策1-2　「ふるさとの森」の保全・

                   活用

　施策1-3　保存樹木等奨励金制度の普

                  及・啓発

　施策1-4　緑地協定締結の促進

　施策1-5　緑のウォーキングコースの

                   普及

　施策1-6　水辺や緑地を知るための市民

　　　　　　参加による環境調査

　施策1-7　水辺環境保全のための野外

                  活動の開催

基本施策　農地の保全・活用
　施策1-8　中川周辺地区の農地保全・

                  活用

　施策1-9　生産緑地地区の保全・活用

　施策1-10　みどりの学校ファームの推進

基本方針(2)に対する施策
　１） 地域の拠点となる公園・広場の整備

        ・充実

　　　 ① 公園・広場の新設・充実

　　　 ② スポーツ・レクリエーションを

             核とした拠点形成

　　　 ③ まちづくりとの連携

　　　 ④ ニーズに対応した公園・広場

             の機能更新

   ２） 公共施設の緑化推進と維持・保全

　　　 ① 大規模な公共施設の緑化

　　　 ② 学校等身近な公共施設の緑化

2 ふやす
　（1）市の拠点となる公園緑地の整備

　　  ・市の拠点となる公園緑地の整備

　（2）身近な公園緑地の整備

　　  ・身近な公園緑地の整備

　（3）公共施設の緑化推進

　　  ・小中学校の緑化推進

　　  ・公共施設の緑化推進

　（4）民有地の緑化推進

　　  ・民有地の緑化指導

　　  ・民有地の緑化支援

　　  ・商店街の緑化推進

　　  ・工場・事業所の緑化推進

基本施策　緑化（温暖化防止）
　施策2-1　屋上緑化・壁面緑化等の推進

　施策2-2　公共施設の緑化

　施策2-3　民間施設の緑化

　施策2-4　苗木の配布

　施策2-5　みどりのカーテンの普及

　施策2-6　市民主体による緑化活動の

                  推進

基本施策　生態系への配慮
　施策2-7　水辺等のビオトープの保全・

                  活用

　施策2-8　中川・綾瀬川等の水辺におけ

                  る生態系の保全・回復

基本施策　水と緑のネットワーク
               化
　施策2-9　水と緑のネットワーク化の

                  推進

基本方針(3)に対する施策
　１） 民有緑地・農地の保全・活用

　　　 ① 樹林・樹木の保全と活用

　　　 ② 生産緑地などの保全と活用

   ２） みどりの豊かなまちなみ景観の形成

　　　 ① 道路空間の緑化の推進

　　　 ② 民有地の緑化の誘導

3 つなぐ
　（1）緑道等の整備

　　  ・河川や水路などと一体となった

　　　  緑道等の整備

　　  ・緑道沿いのスポット広場等の整備

　（2）道路の緑化推進

　　  ・道路の緑化推進

　　  ・地域の魅力を高めるスポット広場

　　　  等の整備

基本施策　公園・緑地の整備
　　　　　・維持管理
　施策3-1　水辺スポーツ・レクリエー

                  ション機能を有する拠点等の

                  整備

　施策3-2　防災機能を有する公園等の

                  整備

　施策3-3　近隣公園、街区公園等の整備

　施策3-4　公園の改修・再整備

基本施策　緑道・遊歩道の整備
　施策3-5　緑道・遊歩道の整備

基本施策　用水路の親水化
　施策3-6　用水路の親水化整備

基本施策　防災面における農地の
             活用
　施策3-7　「防災協力農地」としての

                   活用

施策
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自治体名 三郷市 吉川市 松伏町

施策 緑の基本方針と 施策の柱 実現のための施策の方向 施策の体系

1 三郷の環境を支える水辺と
   緑を守り、育てる
　●1-1 水と緑の骨格軸づくり

　　①江戸川骨格軸づくり

　　②中川骨格軸づくり

　　③小合溜井骨格軸づくり

　　④三郷放水路骨格軸づくり

　●1-2 水辺のシンボル軸づくり

　　①大場川シンボル軸づくり

　　②第二大場川･下第二大場川シンボル

　　　軸づくり

　　③二郷半用水シンボル軸づくり

　●1-3 樹木･樹林地の保全･活用

　　①保存樹木･保存樹林･保存生垣の指定

　　②樹木･樹林地の管理支援の拡充

　　③樹木･樹林地の役割についての普及

　　　啓発

　　④景観重要樹木の指定

　　⑤景観計画との連携による樹木の

　　　保全誘導

　　⑥市民緑地制度などの活用

　●1-4 農地の確保･活用

　　①まとまりのある農地の確保

　　②生産緑地地区の保全と追加指定の検討

　　③オープンスペースとしての農地の活用

　　④農を知り、農とふれあう機会の提供

1 吉川らしい緑をまもる
　(1)樹木･樹林の保全･育成

　　・保存樹木･樹林の指定の促進

　　・良好な樹木･樹林の市民への周知

　　・樹木･樹林を活用した活動の場の提供

　(2)田園環境の保全

　　・市街地を取り囲む田園環境の保全

　　・生産緑地地区の維持･活用

　　・市民と農地のふれあいの場の創出

　(3)水辺環境の保全

　　・江戸川の自然環境の保全･活用

　　・中川の水辺環境の維持･活用

緑をまもる
　水辺の保全･活用

　　水辺のビオトープづくり

　　サクラ並木と草花の水辺づくり

　　フラワーバンク化事業

　樹林地の保全･活用

　　保存樹林による担保性の向上

　　樹林地の活動拠点づくり

　農地の保全･活用

　　農業振興による農地の活性化

　　市民農園の整備

　　景観作物の栽培促進

　樹木の保全

　　保存樹木による担保性の向上

2 力ある公園や緑のオープンス
　ペースをつくる
　●2-1 水と緑のレクリエーション拠点

　　づくり

　●2-2 歩いて行ける身近な公園づくり

　●2-3 多様なオープンスペースの確保

2 特色ある緑をつくる
　(1)緑の拠点の整備

　(2)身近な公園緑地の整備

　(3)水と緑の軸をつくる

　(4)地域の緑化

緑をつくる
　都市公園

　公共施設緑地

　民間施設緑地

　道路の緑化

　河川･水路の緑化

　公共施設の緑化

　民有地の緑化

3 花と緑があふれる街並みと
　ネットワークをつくる
　●3-1 市民･団体･事業者と市の協働に

　　よる花と緑づくり

　●3-2 公共施設の緑づくり

　●3-3 駅前の花と緑づくり

　●3-4 緑づくりの誘導･支援

　●3-5 緑と水辺の道づくり

3  市民と共に緑を育てる
　(1)緑化推進体制の充実

　(2)市民参加の推進

　(3)緑の普及啓発の推進

緑をひろげる
　住民参加の促進

　花いっぱい運動

　緑のリサイクル

　管理ボランティア

　住民参加の支援

　緑の普及･啓発

施策
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自治体名 草加市 越谷市 八潮市

施策

基本方針(4)に対する施策
   １） 市民との協働によるみどりの創出

　　　  ① 市民の緑化活動への支援

　　　  ② 市民とともに行う公園管理

　　　  ③ 市民によるみどりの創出

   ２） みどりを学び、親しむ機会の提供

　　　  ① みどりを学ぶ機会の充実

　　　  ② 水辺とみどりの魅力発信

4 質をたかめる
　（1）魅力ある公園等の施設充実と利活用

　　   ・安全で快適な公園づくりの推進

　　   ・個性と魅力ある公園等の利活用の

　　　   促進

　（2）公園や街路樹等の適切な維持管理

　　   ・緑の機能を活かした公園等の

            適切な維持管理

　　   ・街路樹の適切な維持管理

　（3）景観形成の配慮

　　   ・公共施設の景観形成の配慮

　　   ・民有地の景観形成の配慮

　（4）生物多様性の確保への配慮

　　   ・生息・生育空間のネットワークの

　　　   形成

　　   ・希少な動植物等の生育・生息地の

　　　   保全と復元

　　   ・公共施設における生物多様性

            の確保への配慮

　（5）緑のリサイクル

　　   ・樹木の再利用制度の展開

　　   ・落葉・枯れ枝等の活用

基本施策　美しい水辺景観の
　　　　　保全・整備
　施策4-1　中川の魅力を高める景観づくり

基本施策　民有地の緑化誘導
　施策4-2　景観に配慮した街並みの創出

　施策4-3　八潮駅周辺のうるおいのある

　　　　　　景観づくり

　施策4-4　開発事業等に伴う良好な緑地

　　　　　　及び植栽の促進

基本施策　道路・水路等の景観づくり

　施策4-5　花桃を活かしたまちづくり

                  の推進

　施策4-6　街路樹などによる彩りある

                  沿道の景観づくり

　施策4-7　市役所通り周辺地区の景観

                  整備

　施策4-8　自然環境と調和する雨水調

                  整池の修景

5 活動をささえる
　（1）緑への理解と意識の向上

　　    ・緑を守り・創り・育てるための

　　　    情報発信と啓発の推進

　　    ・緑に対する技術や知識を有する

　　　    人材の活用と育成の推進

　（2）市民との協働による緑の取り組み

　　　   の充実

　　    ・市民との協働による緑の活動

             の推進

　　    ・緑に関する顕彰制度の推進

　　    ・緑に関する環境保全活動の推進

基本施策　協働による緑化と
　　　　　維持管理
　施策5-1　市民等との協働による

　　　　　　公園維持管理の推進

　施策5-2　民間事業者等による公園の

　　　　　　維持管理の検討

　施策5-3　緑と花いっぱい運動の推進

　施策5-4　地域緑化の推進

　施策5-5　花づくり体験学習の推進

基本施策　体制・組織・制度
　　　　　づくり
　施策5-6　緑に関する活動の

　　　　　　ネットワーク化等の支援

　施策5-7　樹木の管理に関する専門家

　　　　　　による助言・指導の実施

　施策5-8　緑化リーダー等の育成

　施策5-9　八潮市緑の基金の有効活用

基本施策　市民等と協働による
　　　　　事業実施
　施策5-10　計画段階からの市民参加

　施策5-11　北部拠点まちづくり

　　　　　　　推進地区の緑化誘導

基本施策　協働による農地の活用
　施策5-12　ふれあい農園等の整備・

　　　　　　　活用

　施策5-13　市民等との協働による

　　　　　　　農地の保全と活用

基本施策　緑の情報発信
　施策5-14　緑に関する啓発、情報の

　　　　　　　提供・発信の充実
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自治体名 三郷市 吉川市 松伏町

施策

4 花と緑にかかわる市民との
　協働を推進する
　●4-1 花と緑に関する情報の発信

　●4-2 花と緑にふれあう機会の拡大

　●4-3 花と緑を育てる人材の育成

　●4-4 花と緑に関する調査･研究

　●4-5 緑のリサイクル

　●4-6 緑のための財源の確保
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３）景観計画（4市） 

  自治体名 草加市 越谷市

策定年月 平成20年3月 平成25年3月

目標

景観づく り の目標

水と緑に囲まれ、歴史・文化・伝統が息づいた

にぎわいのある快適で心地よいまち

景観形成の目標

新しい魅力と歴史ある水郷こしがやの景観づくり

景観づく り の指針

①原風景を大切にし、水と緑あふれる豊かな自然環境と調和

　したまちなみ景観を形成します

②歴史的、文化的、伝統的資源を活かしたまちなみ景観を形成

　します

③商業地や工業地と調和し、まちの活性化を促すまちなみ景観

　を形成します

④快適で心地よい生活環境に寄与し、市民が誇りの持てる

　まちなみ景観を形成します

景観形成の基本的な視点

●骨格や個性をつくり出している要素を引き立てる

●まちの個性を活かした身近な景観まちづくりを

　進める

●景観形成の主体の役割分担と協働により取り組む

景観づく り の行動指針

市民、事業者、行政が、景観はまちの資産であり、それぞれが

景観形成の主体であることの意識を共有し、三者の協働のもと、

「活かす」、「守る」、「創る」をキーワードとして、草加の

特性を活かした景観形成に取り組んでいきます

越谷市の景観特性

●水郷こしがやの豊かな水辺の景観

●市の東西に広がる田園や屋敷林などの緑の景観

●平坦な地形と特徴的な眺望

●宿場町などの歴史を伝える景観

●住宅地や商業・業務地などの多様な市街地の景観

●公共施設がつくり出す特徴のある景観

●多くの人が目にする幹線道路や鉄道・駅前の景観

良好な景観の形成に関する方針

□1.景観施策の展開

　（1）市民との協働による景観づくり

　（2）良好な景観づくりに向けた助言・指導

　（3）良好な景観づくりの普及・啓発

　（4）良好な景観づくりに対する表彰・助成

　（5）景観協定の活用

　（6）関係機関との調整及び連携

□2.公共施設等を核とした景観づくり

　（1）道路

　（2）河川・水路

　（3）公園・広場

　（4）建築施設

　（5）生産緑地地区及び保存樹林、樹木等

□3.景観形成のためのゾーニング

　地域の特性に応じた景観形成を図るため、市内を縦横に流れる

　河川や幹線道路、商業、工業の集積地などの土地利用を考慮

　しながら、下記4つのゾーンを区分。

　　「水と緑の景観ゾーン」

　　「歴史・文化・伝統の景観ゾーン」

　　「商業・工業のある景観ゾーン」

　　「身近な生活景観ゾーン」

背景

特性

等

方針

景観形成の基本方針

1　水郷こしがやを特徴づける水と緑の景観づくり

　1-1●元荒川のシンボルとなる景観の保全・活用

　1-2●河川・用水の景観の保全・活用

　1-3●親しみのある水辺の景観づくり

　1-4●屋敷林などの緑の景観の保全・活用

　1-5●田園景観の保全・活用

2　広がりを活かした景観づくり

　2-1●広がりのある眺望の保全・活用

　2-2●鉄道の車窓からの眺めへの配慮

　2-3●特徴ある眺望の保全・活用

３　越谷の歴史と文化を活かし継承する景観づくり

　3-1●旧日光街道の道すじの景観づくり

　3-2●歴史的景観資源の保全・活用

　3-3●地域の祭り・イベントを活かした

　　　　景観づくり

４　快適に住み続けられる景観づくり

　４-１●緑と調和する住宅地の街並み景観づくり

　４-２●楽しく歩ける道の景観づくり

　４-３●幹線道路沿道の秩序のある景観づくり

　４-４●まちの顔となる景観づくり

　４-５●景観を阻害する要素・要因の改善

５　みんなで創り育てる景観づくり

　５-１●景観づくりに対する意識の醸成

　５-２●景観づくりを担う人づくり

　５-３●市民が主体となった身近な景観づくり
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自治体名 八潮市 三郷市

策定年月
決定：平成19年3月30日

変更：平成28年7月29日

作成：平成22年

改定：平成28年3月

目標

景観まちづく り の目標

-「きて」「みて」「ふれて」-

心に残る「美しい演出」のまち

基本目標

『自然と街が調和し、ほっとする景観づくり』

目標の背景

八潮市の景観まちづくりは、50年100年先を見据え、

様々な人に「きて」「みて」「ふれて」感じてもらうた

めに、市民・事業者・市が一体となり、それぞれの場に

相応しい演出を考え、共通の目標に向かって協力し合う

ことにより「心に残る美しい演出のまち」を目指し、誇

りと愛着の持てる「ふるさと」へ皆さんと一緒に進めて

いくものです。

基本目標の補足

◆三郷市がめざす景観形成の目標像は、水・緑を

　地域景観の礎とした「水・緑と街（まち）が調和

　する景観連鎖」です。

◆この景観連鎖は、良好な景観が形成された一定の

　地域が、それぞれに係わりをもちながら市全体に

　連なり広がるさまを表し、三郷市景観の特色と

　なるものです。
背景

特性

等

方針

景観まちづく り の基本方針（ P4）

○地域性を活かした表情豊かで安心して暮らせる

　街並み景観づくり
　都市近郊農地として貴重な田畑や水路などの地域性を

　活かした景観まちづくりを基本とし、住宅地、商業地、

　工業地などそれぞれの周辺地域や環境との調和による

　演出を図り、誰もが安全安心に暮らせる表情豊かな

　街並みの景観づくりを進めます。

○川に育まれた八潮の自然や伝統文化・文化財等を

　受け継ぐ景観づくり
　中川をはじめとする周辺河川の恵みを受けて育まれた

　八潮市の自然や伝統文化・文化財などを貴重な共有財産

　として考え、それらを大切に守り・活かすなどの演出

　を図りながら、次の世代に誇れるものとして受け継が

　れていく景観づくりを進めます。

　

○魅力と個性のある八潮の「顔」となる景観づくり
　八潮駅周辺の新たな中心市街地や、市役所周辺の既存

　中心市街地などの拠点となる地域において、魅力的で

　活力ある街並みをつくるための先導的役割を果たす

　演出を図るとともに、主要な道路や公園などの公共

　施設においても、地域性を活かした演出を推進し、

　魅力と個性ある八潮市の顔となる景観づくりを進め

　ます。

景観計画区域における良好な景観の形成に

関する方針

■自然・田園とまちが係わる景観づくり

　・水や緑と共生し、次代へ伝える市民空間の景観づくり

　　をしましょう。

　・水と緑を活かし、三郷らしさを守り、育みましょう。

　・水と緑に人とまちが魅力的に映える景観づくりをしま

　　しょう。

　・人と人、人と自然の触れ合いがある景観づくりをしま

　　しょう。

　・緑の拠点と人の集まる拠点を結ぶネットワークの景観

　　づくりをしましょう。

■市街地全体の景観づくり

　・地域の特色を活かして、まちの景観づくりをしま

　　しょう。

　・市街地や集落景観を活かし、三郷らしさを育み、

　　つくりましょう。

　・地域の景観資源を守り、活かしましょう。

　・調和のとれたまち並みの景観づくりをしましょう。

　・緑豊かな住宅地を守り、育みましょう。

■拠点における景観づくり

　・三郷中央地区、新三郷ららシティ地区、三郷インター

　　Ａ地区など、新たな街や顔となる景観整備を推進しま

　　しょう。

　・駅周辺などは、賑わいやシンボルとなる景観演出を

　　図りましょう。

　・街にゆとりや賑わいを創出し、魅力ある都市空間の

　　景観づくりをしましょう。

■市民と事業者と市の協働による景観づくり

　・良い景観はみんなの共有資産です。景観意識を育みま

　　しょう。

　・市民と事業者と市が協同で景観づくりに取り組みま

　　しょう。

　・住民参加により住居環境や田園環境の保全を進めま

　　しょう。

　・誰もがほっとする景観をみんなでつくりましょう。

■推進方策による景観づくり

　・良好な景観形成に向けた道しるべを持ちましょう。

　・公共事業の景観形成は先導的な役割を果たしま

　　しょう。

　・景観の活動や整備等を支援しましょう。

　・景観づくりを進める取り組み体制を整えましょう。

　・持続性のある景観づくりを推進しましょう。
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自治体名 草加市 越谷市

（2）景観拠点の景観形成の方針

水・みどり景観拠点
　・水と緑の保全・創出・活用によるうるおいのある

　　景観の形成を図ります。

　・緑の連続性や緑との調和に配慮した景観の形成を

　　図ります。

駅景観拠点
　・駅前広場、駅舎などが一体となったまちの顔や玄関

　　にふさわしい景観の形成を図ります。

　・歩行者に魅力を与える景観の形成を図ります。

歴史景観核
　・社寺等の歴史的景観資源の保全・活用を図ります。

　・周辺における歴史的景観資源や緑に配慮した景観の

　　形成を図ります。

眺望点
　・眺望点からの良好な景観の確保・保全を図ります。

　・周辺における眺望に配慮した景観の形成を図ります。

（3）景観ゾーンの景観形成の方針

田園・集落景観ゾーン
　・広がりのある田園の景観の保全・活用を図ります。

　・緑や集落と調和する景観の形成を図ります。

　・屋敷林や社寺林などの緑の保全・活用と、季節に彩り

　　を与える多様な緑の創出を図ります。

住宅地景観ゾーン
　・緑と調和した落ち着きのある景観の形成を図ります。

　・屋敷林や社寺林などの緑の保全・活用と、季節に彩り

　　を与える多様な緑の創出を図ります。

商業・業務地景観ゾーン
　・個性的な魅力と秩序のある街並み景観の形成を図り

　　ます。

　・歩行者に魅力を与える景観の形成を図ります。

　・季節に彩りを与える多様な緑の創出を図ります。

工業・流通業務地景観ゾーン
　・周辺の景観と調和するまとまりのある街並み景観の

　　形成を図ります。

　・季節に彩りを与える多様な緑の創出を図ります。

景観区分と

方策

各ゾーンにおける地区別方針（ 基本方針）

水と緑の景観ゾーン
　水と緑あふれる自然環境が住宅地と調和し、良好な景観が保たれ

　ている地区

　活かす

　・ 市内を河川や水路が縦横に流れていることが草加市の特徴です。この特徴を

　　活かし、河川を軸として積極的に緑化していくことにより、水と緑の景観

　　づくりを進めていきます。

　・ 河川沿いには花や緑を育てる市民の活動があります。これらの活動を支援し、

　　市民の自主的な取り組みを大切にしながら、より良いまちなみ景観の形成を

　　進めていきます。

　守る

　・ 水路や河川の改修にあたっては、水路や河川沿いに自然に育っている樹木を

　　残すことで地域の自然的な景観を守っていきます。

　・ 点在する屋敷林や大木、生け垣などは市民の努力により保たれています。

　　緑化や維持管理を支援していくことにより、かつての原風景を感じさせる

　　郷土の景観を守っていきます。

　・ 生産緑地地区を適正に保全するとともに、積極的に追加指定することで、

　　農地の広がる景観を守っていきます。

　創る

　・ 河川沿いは、遊歩道、散策路など歩行者専用道路を整備するなどして、

　　親水性の高い空間を創り出していきます。

　・ 水辺やまとまった緑に面する地域では、建築物や工作物の形態意匠に

　　配慮し、自然環境に調和した景観を創り出していきます。

　・ 緑の多い地域では、地域に根ざした緑化を進めることで、周辺と調和した

　　景観を創り出していきます。

歴史・文化・伝統の景観ゾーン
　宿場町の面影や歴史的な趣のある建築物が残されていたり、草加市の

　代表的な景観資源である松並木のある地区。または、かつての草加市の

　原風景を感じさせるような屋敷林等が残されている地区

　活かす

　・歴史、文化、伝統を感じさせる建造物等を保全するとともに、それらの形態

　　意匠を現代の建築物のデザインに活かし、歴史的な趣のある景観を次世代に

　　継承していきます。

　・ 綾瀬川左岸広場や松原遊歩道では、これまで行政と市民が協働で花や緑を

　　植える活動を行ってきました。このような活動を大切にし、花と緑あふれる

　　景観を市民とともに維持管理していきます。

　守る

　・ 松並木は、草加市を代表する貴重な景観資源として適切に維持管理を行い

　　守っていきます。

　・ 草加松原地区では、綾瀬川左岸広場を中心とした良好な眺望景観を守っていき

　　ます。また、高層建築物の形態意匠に配慮することにより、松並木と調和した

　　景観を誘導し、松並木と綾瀬川が織りなす歴史と風格を感じさせる景観を

　　守っていきます。

　・ 柿木地区に点在する屋敷林や大木、生け垣などは、市民の努力により保たれて

　　います。市民の維持管理を支援していくことで郷土の景観を守っていきます。

　創る

　・ 草加宿地区や草加松原地区は、旧道や綾瀬川、草加松原を軸として、緑や河川

　　などの自然環境や歴史、文化を活かしながら、個性と活気あふれる草加市の

　　シンボルゾーンとしてふさわしい魅力的なまちなみ景観を創っていきます。

商業・工業のある景観ゾーン
　商業業務施設の集積している地区。または、皮革、浴衣、煎餅等の伝統的

　産業を支える工場や近代的な工場の集積している地区

　活かす

　・ 商業地では、多様な設えも賑わいの一つの側面となります。一定の統一感の下で

　　個性を活かし、また景観を阻害する要因を取り除いていくことにより、より魅力

　　ある景観に誘導していきます。また、商店街では花の設置やイルミネーションなど

　　様々なイメージアップを図る活動が行われており、これらの市民の自主的な

　　取り組みを支援しながらより良いまちなみ景観の形成を進めていきます。

　・ 駅周辺では、行政と町会、商店会等が協働でゴミの清掃や捨て看板の撤去等を

　　行っています。このような活動を大切にし、安心して暮らし訪れることのできる、

　　清潔で美しいまちなみ景観を市民とともに創り出していきます。

　・工業地で特に敷地規模の大きい工場では、外周部にまとまった緑化がされています。

　　事業者に景観に配慮した維持管理をしてもらうことで、より良い緑の景観を誘導

　　していきます。

　・ 幹線道路沿いには街路樹が植栽されています。管理者に景観に配慮した維持管理

　　をしてもらうことで、より良い緑の景観を誘導していきます。

　守る

　・駅前広場を適切に維持管理し、駅前における魅力的なオープンスペースを守って

　　いきます。

　・ 商店街や個店としての魅力を見出し、歩道の確保に努めていくことにより、人々

　　の生活に密着した商店が通り沿いに連続する、身近な商店街の景観を守っていき

　　ます。

　創る

　・ 商業地の建築物や工作物は、色彩のバランスに配慮し、一定の統一感の下で、まち

　　のにぎわいが感じられる形態意匠を工夫し、人が集まるまちなみ景観を創り出して

　　いきます。

　・ 工業地の建築物や工作物は、形態意匠やその規模にふさわしいボリューム感で緑

　　化を行い、やすらぎや親しみが感じられる景観を創り出していきます。

身近な生活景観ゾーン
　地域の人々の取り組みにより良好な景観が創出され、維持管理されている

　地区。

　活かす

　・開発行為により一団の専用住宅が整備される場合には、ルールの啓発を行い、

　　民間事業者の活力を活かしながら良好な住宅地を整備していきます。

　・道路沿いや公園・広場を中心に、花や緑を育てる市民の活動が行われて

　　います。

　　これらの活動を支援し、市民の自主的な取り組みを大切にしながら、より良い

　　景観の形成を進めていきます。

　守る

　・土地区画整理事業によりまちなみの整備が終わった地区については、すでに

　　形成された良好な住環境を将来にわたって守り、さらに地域の価値を高める

　　よう、地区計画制度や建築協定、景観協定などを積極的に活用し、良好な

　　まちなみ景観を守っていきます。

　・点在する屋敷林や大木、生け垣などは市民の努力により保たれています。

　　維持管理を支援していくことで郷土の景観を守っていきます。

　・貴重なオープンスペースである生産緑地地区を適正に保全するとともに、

　　積極的に追加指定することで、農地の広がる景観を守っていきます。

　創る

　・ 今後まちなみが整備される地区については、形態意匠などのまちなみづくりの

　　ルールに基づき、一定の統一感の下で個性を表現したまちなみ景観を創り

　　出していきます。

　・ 開放性のある外構の整備を推奨し、安全性の向上に加え、ゆとりある魅力的な

　　まちなみ景観を創り出していきます。

類型別景観形成方針

景観を形成する要素を景観軸、景観拠点、景観ゾーンと

して整理し、それぞれの景観形成方針を設定します。

（１）景観軸の景観形成の方針

シンボル水辺景観軸（元荒川）

　・自然の豊かさや開放感が感じられる越谷を代表する

　　水辺の景観の形成を図ります。

　・堤防・緑道や橋梁などの眺望点となる場所からの眺

　　めに配慮した景観の形成を図ります。

　・屋敷林などの水辺の緑の保全・創出を図ります。

河川景観軸
　・堤防・緑道や橋梁などの眺望点となる場所からの

　　眺めに配慮した景観の形成を図ります。

　・水辺の緑の保全・創出により緑豊かな景観の形成を

　　図ります。

幹線道路景観軸
　・沿道の特性や周辺の景観との調和に配慮した秩序ある

　　景観の形成を図ります。

　・道路の緑化や沿道の緑の保全・創出により緑豊かな

　　景観の形成を図ります。

　・橋梁などの眺望点となる場所からの眺めに配慮した

　　調和した景観の形成を図ります。

シンボル道路景観軸（越谷駅前線・南越谷駅越谷駅線）

　・都市の風格やゆとりが感じられる景観の形成を図り

　　ます。

　・歩行者に魅力を与える景観の形成を図ります。

　・道路の緑化や沿道の緑の保全・創出により緑豊かな

　　景観の形成を図ります。

旧日光街道景観軸
　・旧日光街道沿いの歴史的な景観資源の保全・活用

　　を図ります。

　・歴史的な景観資源や緑に配慮した景観の形成を図り

　　ます。

　・歩行者に魅力を与える景観の形成を図ります。

鉄道景観軸
　・鉄道車窓からの眺めに配慮した景観形成を図ります。

　・高架上の高い位置からの眺めが得られる区間では、

　　遠景や屋根・屋上に配慮した景観の形成を図ります。

　・周辺の景観資源に配慮した景観の形成を図ります。
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自治体名 八潮市 三郷市

（２）自然的景観区分

⑥中川及び堤外地

　区分：中川とその周辺に広がる堤外地で、貴重な

　　　　水辺や自然を保全し、市民の憩いの場となる

　　　　景観形成が求められる地域

　方針：「やすらぎを感じる景観」の保全・誘導

（2）景観軸の方針（線）

■水辺景観軸
　●市域の東西に位置する江戸川・中川と市内を縦横断

　　する河川や用水路は、三郷市景観の線的骨格を示す

　　もので「水辺景観軸」とします。

　●身近な水辺として親しまれるとともに、水辺景観を

　　保全し、育成し、良好な水辺の景観形成を図ります。

■道路・鉄道景観軸
　●市内の遠景として印象強い常磐自動車道や東京外かく

　　環状道路等の高規格道路と、車や人の動線として

　　市内をネットワークする主要道路、またＪＲ武蔵野線

　　とつくばエクスプレスを「道路・鉄道景観軸」

　　とします。

　●まちなみ景観ゾーン及びゆとり景観ゾーンとの調和に

　　配慮した大規模構造物の景観形成を図り、人に

　　やさしい、緑を考慮した景観形成に努めます。

　●また、道路軸においてはパブリックデザイン

　　（ストリートファニチャー等のデザイン）に配慮した

　　景観形成を図ります。

（3）景観拠点の方針（点）

■駅景観拠点
　●都市の玄関口として、新たな街の顔づくりを行うべき

　　点的区域を「駅景観拠点」とします。

　●駅を中心に、賑わいや憩いづくりに配慮した景観形成

　　を図ります。

■みず・みどりレクリエーション景観拠点
　●水辺や緑のオープンスペースを有し、市民のスポーツ

　　や憩い等のレクリエーション景観として重点を置く

　　区域を「みず・みどりレクリエーション景観拠点」

　　とします。

　●水と緑の景観を保全し、ゆとりと潤いのある景観形成

　　に努めます。

景観区分と

方策

景観区分と 方針

（１）都市的景観区分

①中心商業地

　区分：市の中心的商業地である「八潮駅周辺」及び

　　　　「けやき通り沿道」の商業地で、市の拠点、

　　　　市民活動の中心となる、魅力的で活力のある

　　　　街並み形成が求められる地域

　方針：「魅力的で活力を感じる街並み」の誘導

②工業地
　区分：工場や倉庫が立地している工業系地域で、産業の

　　　　中心となる、親しみを感じる街並み形成が求め

　　　　られる地域。ただし、一部の区域については、

　　　　将来的には住居系の街並み誘導が求められる地域

　方針：「明るく親しみを感じる街並み」の誘導

③新市街地
　区分：新たな市街地の形成が進んでいる住宅地等で、

　　　　市の顔となる新たな市街地の形成が求められる

　　　　地域

　方針：「明るくゆとりを感じる街並み」の誘導

④既成市街地
　区分：景観資源が点在しており、また、様々な用途の

　　　　建築物が立地している既成市街地で、資源の

　　　　保存や、今後の建て替えなどによる周辺と調和の

　　　　取れた街並み形成が求められる地域

　方針：「心地よさを感じる街並み」の誘導

⑤北部地域
　区分：周囲に貴重な田畑や農家住宅が立地し、文化財等

　　　　も多数現存する、市の北部に位置する市街化調整

　　　　区域で、それらを保存・活用するとともに、調和

　　　　の取れた景観形成が求められる地域

　方針：「落ち着きを感じる景観」の誘導

景観ゾーン等の方針

（1）景観ゾーンの方針（面）

■ときめき景観ゾーン
　●今後、商業施設や住居施設等により新たな市街地景観

　　が創出される一定の区域を「ときめき景観ゾーン」

　　とします。

　●三郷市の新しい街の表情を創出するとともに、ゆとり

　　と賑わいのある景観形成を図ります。住まい空間に

　　おいては、落ち着きと潤いのある景観形成を図り

　　ます。

■まちなみ景観ゾーン
　●すでに、住居施設や商業施設、工業施設等により

　　市街地として景観が形成されている一定の区域を

　　「まちなみ景観ゾーン」とします。

　●住居施設は、落ち着きと潤いのある景観形成を図り

　　ます。また、地域らしさを残すまち並みの育成を

　　図ります。

　●商業施設は、ゆとりと賑わいのある景観形成を図り

　　ます。

　●工業施設は、親しみと潤いのある景観形成を図り

　　ます。

■ゆとり景観ゾーン
　●農地、または農地の一部に住居施設や工業施設等が

　　点在している一定の区域を「ゆとり景観ゾーン」と

　　します。

　●都市のゆとりや潤い空間として、農地景観の維持と

　　一部土地利用されている住居施設等との調和に配慮

　　した景観形成を図ります。

　●都市計画マスタープランに位置づけられる将来都市

　　構造の産業立地ゾーンにおいては、その土地利用が

　　される周囲を緑化するなど、周辺環境の調和に配慮

　　した景観形成を図ります。

■みず・みどり景観ゾーン
　●水辺や緑のオープンスペースを有し、市民のスポーツ

　　や憩い等のレクリエーション景観の区域を

　　「みず・みどり景観ゾーン」とします。

　●水辺に親しみ、スポーツ、憩いの場として、水辺景観

　　の維持と潤いのある景観形成に努めます。
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自治体名 草加市 越谷市

重点地区

推進地区

特定地区

重点地区・ 推進地区

（1）重点地区

①松並木沿い地区
　松並木沿い地区には、草加市の景観上のシンボルである松並木があり、

　遊歩道と綾瀬川左岸広場とともに雄壮な景観を作り出しており、そう

　した地域固有の自然景観と調和した特色のあるまちなみ景観の形成が求め

　られています。

②旧道沿い地区
　かつて草加宿の街道として栄えた旧道沿い地区には、本市の歴史的・文化的遺産

　が継承されており、そうした地域固有の歴史的、文化的、伝統的な資源と調和

　した特色のあるまちなみ景観の形成が求められます。

（２）推進地区

①松原団地地区
　草加松原団地では、住宅市街地総合整備事業を導入し、老朽化した団地の建て

　替えとともに、地区の骨格となる道路及び公園等の整備が進められています。

②今後まちづくりを推進していく４地区
　柿木町北側地区、新田駅西口地周辺地区、 新田駅東口周辺地区、谷塚駅

　西口周辺地区)

　今後まちづくりを推進していく予定のある柿木町北側地区、

　新田駅西口周辺地区、新田駅東口周辺地区、谷塚駅西口周辺地区については、

　秩序ある計画的なまちづくりの検討が地域住民と共に進められています。

　まちの将来像を描く中で、そのまちにふさわしい景観を検討し、行政と市民、

　事業者との役割分担を明確にしながら、良好なまちなみ景観を創り出して

　いきます。

（３）景観重要公共施設

①草加松原公園(市道9001号線)

・かつて宿場のあった旧町の歴史を伝え、まちの楽しさやにぎわいを感じる

　ことのできる、今様・草加宿地区のシンボルストリートとしてふさわしい

　道路空間を形成します。

・沿道の建築物と調和した道路設備や、街路樹、植栽帯などを整備し、まち

　なみとして一体感のある道路景観を形成します。

②旧日光街道

　(市道2036号線・市道2079号線・市道2078号線・市道2029号線)

・草加市の代表的な景観資源であり、旧日光街道の名所としての面影を残す

　松並木や綾瀬川と調和した、うるおいのある緑道景観を適切に維持・管理

　します。

・看板やモニュメント等の工作物の設置に際しては、規模や色彩などの形態

　意匠に十分配慮し、歴史的景観を保全します。

③葛西用水
・農業用水として永く機能している歴史や草加の原風景としての風景を守り、

　水と緑や花を活かしたうるおいのある空間として親しみの持てる水辺景観

　を形成します。

特定地区

①特定地区の指定方針
●本市のシンボルや顔となる景観の形成を図ることが

　期待される地区

●本市の特色ある自然や歴史文化に係る良好な景観が

　形成されており、その維持や育成を図る必要がある地区

●大規模な土地利用転換などが計画されており、

　一体的に良好な景観の形成を図る必要がある地区

②特定地区の対象地区

元荒川沿川特定地区
　市の中心を蛇行して流れ、周辺には豊かな緑を有する

　宮内庁埼玉鴨場や久伊豆神社などがあり、越谷らしい

　特徴ある景観を形成しているだけでなく、多くの市民

　にも親しまれています。特に、市街地に挟まれている

　区間では、周辺の街並み景観が元荒川の景観に大きな

　影響を及ぼすと考えられることから、良好な景観の形

　成に向けて、特性に応じた誘導が求められます。

越谷レイクタウン特定地区
　越谷レイクタウン地区は、調節池を中心として新たな

　まちづくりが進められており、先導的な景観の形成が

　期待されます。

旧日光街道沿道特定地区
　越ヶ谷宿の中心となった地区の一部には、かつての

　宿場町の雰囲気を残す街並みが残っています。中心

　市街地の活性化とあわせて、歴史に配慮した景観まち

　づくりの推進が求められます。
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自治体名 八潮市 三郷市

重点地区

推進地区

特定地区

景観計画特定区域

(１)八潮市周辺商業特定区域

　地区目標：玄関口として相応しい品格ある街並みづくり

　　方針①：親しみを持てる空間の創出

　　方針②：連続性が感じられるデザインの配慮

　　方針③：駅舎及び駅前広場のデザインコンセプト

　　　　　　との調和

　

(２)八潮南部東まちづくり推進地区特定区域

　地区目標：多様な世代が集い暮らせる

　　　　　　うるおいあるまち

　　方針①：にぎわい・活力と快適な住環境のまちづくり

　　方針②：地域の特性を活かした調和あるうるおい豊かな

　　　　　　まちづくり

　　方針③：誰もが快適に暮らし、集える安全・安心の

　　　　　　まちづくり

　　方針④：地位主体、住民主体のまちづくり

重点地区

⑨新三郷ららシティ地区
　・本地区は、上位及び関連計画においてまちづくりの

　　重要な地区と位置づけられています。また、「武蔵野

　　操車場跡地地区における景観計画（平成18年3月

　　三郷市）」が策定されており、この計画にもとづく

　　景観形成の充実が重要となっています。

　・本地区は、商業系施設や住居系、工業系施設の整備に

　　より、新たな街が創出され、個性ある街の顔づくりが

　　形成されているとともに、市民や事業者への景観に

　　対する波及効果の高まりが期待できます。

　・今後においては、これらの施設の更新等においても

　　良好な景観形成を保持し、且つ充実を図りために重点

　　地区として定めます。

⑩三郷中央駅地区(三郷中央地区センターゾーン)
　・本地区は、上位及び関連計画においてまちづくりの

　　重要な地区と位置づけられています。

　　また、「三郷中央地区センターゾーン都市デザイン

　　プラン検討報告書（平成20年3月三郷中央地区

　　まちづくりプロジェクトチーム）」が策定され、

　　このプランに基づく景観形成が重要となっています。

　・本地区は、駅に接してにおどり公園や第二大場川の

　　水辺を有し、三郷市の特徴的な景観を形成してい

　　ます。

　　また、同都市デザインプラン検討報告書を活かし、

　　三郷市を代表する新たな街『市民空間の形成』

　　の創出を目指して業務や商業系、住居系施設等の整備

　　が求められています。そのため、これらの促進と

　　充実を図るために重点地区として定めます。
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４）農業振興地域整備計画（2市 1町） 

  自治体名 越谷市 吉川市 松伏町

名称 越谷農業振興地域整備計画 吉川農業振興地域整備計画 松伏農業振興地域整備計画

策定年月 平成26年11月 平成3年11月12日 平成11年3月

農
業
経
営
の
規
模
拡
大
及
び
農
用
地
等
の
効
率
か
つ
総
合
的
な

利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
の
方
策

農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合

的な利用の促進を図るための方策

(1)農地利用集積円滑化事業

　越谷市農業協同組合

　　土地利用型農業を中心とした農地利用集積円滑化

　　事業全般を実施

　市

　　観光農業をはじめとする高収益型農業

　　を推進することを目的として、農地所有者から

　　農地を借り受けた後、盛土や栽培用ハウス等の

　　農業用施設の整備を行い、担い手に貸し付ける

　　農地利用集積円滑化事業を実施

(2)計画的な農業生産基盤の整備

　農地利用集積円滑化事業などによって集積した

　農地において効果的な農業生産基盤の整備を

　計画的に実施し、農作業の効率化や生産性を

　高める事により、農地の保全と有効活用を図る。

(3)越谷市特別認定農業者補助制度

　市内で10ha以上の現況水田を耕作する

　認定農業者を、越谷市特別認定農業者とし、

　耕作面積の大規模化により農業経営の効率化・

　安定化に取り組む農業者への支援を行う。

　この制度を活用し、集積した農地を受けとること

　のできる担い手を確保・育成するとともに、

　こうした農業者に対して集積された水田の大部分

　が集積されるよう取り組み、将来にわたって

　優良な農地の保全・有効活用を図る。

　優良農地（産地形成型）で営まれる農業経営に

　ついては、今後確保・育成すべき農業経営を

　明確にし、必要な支援策の検討、重点的支援制度

　の拡充を進める。

農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合

的な利用の促進を図るための方策

1.地域農業集団の育成対策

　中核農家や多数の農家の参加による地域農業集団を

　育成し、次のような活動を推進する。

　(1)中核農家と多数の農家との協調、連携を強め、

　　土地や労働力等の効率的利用を図る。

　(2)作付地の集団化やブロックローテーション

　　方式の導入を図る。

　(3)未利用地や不耕作地の有効利用を図る。

　　また、裏作の導入を推進する。

　(4)中核農家への農地（利用権）の集積や

　　作業受委託を推進する。

2.農業生産組織の育成対策

　農業後継者や中核農家による高能率な生産組織を

　育成し、次のような活動を推進する。

　(1)機械施設の共同利用を図る。

　(2)作業受委託を推進する。

　(3)耕種農家と畜産農家との連携による稲わら、

　　麦わら、作物残渣等の有効利用や堆きゅう肥の

　　円滑な供給等を推進する。

3.農用地利用増進事業、農地保有合理化推進事業、

　農用地の流動化対策

　各事業の内容や手続き等が更に広く農家に理解

　されるように努めるとともに、農業委員会や

　流動化推進委員の活動と地域農業集団活動等を

　結び付けて中核農家への農地（利用権）の集積を

　図る。

農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合

的な利用の促進を図るための方策

(1)地域別農業推進組織の育成

　・土地利用の調整

　・農作業組織への受委託の移行確認

(2)地域農業集団の育成

　・農作業受委託の推進

　・土地利用の推進

　・地域農業集団間の連絡調整及び

　　推進

(3)農用地の集団化

　・転作地の有効利用促進

　・農用地有効利用促進のための交換分合への誘導

(4)農地保有合理化促進事業

　・松伏・金杉地区を併せた２地区合同の

　　地域農地合理化推進

　　連絡会の組織化

　・農協・役場が中心となった農地の借り手・

　　貸し手農家の総合調整と推進

(5)営農類型間農業生産体質協議会の組織化

　・輪作体系による土地利用を図る

　　ための遊休農地を含めた土地交換の推進

そ
の
他

農用地等の保全のための活動

(1)農業・農村支援ネットワークづくり事業

目的

　越谷市の地理的特性を活かし、都市の魅力と

　農業・農村の恵みを両立したまちづくりや

　農業者と地域住民との交流による農業への

　理解向上、地域で農業を支えるネットワーク

　づくりを進める

対象

　農用地区域を設定している6つの地区

内容

　各地区の地域コミュニティ推進協議会が行う

　農業者と地域住民の連携による農業イベントや

　水路清掃等の活動に対して1 地区につき1 年

　あたり30万円を上限として、3年間補助を行う。

　3年間の補助事業が終了した後においても、

　農地保全に向けた活動が継続されるよう、

　農業者と地域住民のネットワークの維持、

　地区における農業を支援するための活動の定着を

　目指す。

対象となる活動内容

　①「農地・水・環境保全向上対策事業」

　　農業者と地域住民が協力して農業用水等の

　　維持管理作業を行う

　②「地産地消推進事業」

　　各地区の農産物をイベントなどで紹介・販売する

　③「援農ボランティア事業」

　　農業者の農繁期の作業をサポートできる人材を

　　発掘・育成する

　④「遊休農地活用事業」

　　遊休農地を活用した景観作物の栽培や農業体験

　　などの生涯学習の場を提供する

　⑤「農業イベント実施事業」

　　農業関連イベントを農業者と地域住民が共同で

　　企画・実施する

(2)大吉・向畑地区の農地利用集積

　円滑化事業に向けた取り組み

対象

　大吉・向畑地区にある約9.0ｈａの現況

　水田

内容

　平成24・25年度

　　農業生産基盤の整備を実施

　（大吉地区土地改良事業）

　平成26 年度～

　　担い手への集積の取り組み

　（農地利用集積円滑化事業

　（越谷市農業協同組合））

　集積後

　下記が主体となって担う体制づくりが

　進められている。

　『耕作』：農業者

　『農用地の保全に関する周囲の用排水路

　清掃や道・水路沿いの雑草駆除等』：

　土地所有者からなる地区の組織

地域資源の有効利用及び適正な管理・ 保全を

図るための方策

(1)地域特産物の開発

　緊急生産調整推進対策事業（水田転作）と併せて、

　「ツクネイモ」等を地域の特産物・特産品として

　の育成と銘柄の確立を図ると同時に、販売体制の

　推進を図る。

(2)農業副産物の有効活用

　コンバインの普及に伴い、焼却等で未利用と

　なっている稲わらなどの有効利用を図るため、

　組織的収集の斡旋をするとともに、堆肥化施設

　の整備を行い有機物資源の供給に努める。

　

(3)観光農業の推進

　首都圏30㎞に位置した農村の恵まれた自然環境

　を生かし、憩いとやすらぎの場を提供し、

　農業体験等を通じて、農業に対する理解を深め、

　併せて、本町の特産物を生かした農業生産の実現を

　図る。

　「彩の国フレッシュマート整備事業」を通じ、

　野菜等の地場流通を推進するため農産物直売施設

　の整備に努める。

　また、酪農農家等とぶどう・サツマイモの観光的

　農業の整備を推進する。

(4)市民農園及び直売施設等の整備

　松伏町は、越谷市、春日部市に隣接し、農村との

　交流を求める市民も多く存在することから、

　当町北部に建設が予定されている「緑の丘公園」

　を、県南東部地域の広域的な都市農村交流の場として

　位置づけ、農業体験ができる市民農園や

　都市住民と農家が交流する農産物直売

　施設等の設置を図る。

(5)郷土芸能、史跡の保存・整備

　有形・無形の文化財等は、再び創り出すことの

　できない貴重な財産である。史跡等の文化財に

　ついては、標識・案内板・ガイドマップ等により

　保護思想の啓蒙普及を図り、民俗芸能については、

　一層の保存に努め、観光資源としての活用を図る。

(6)伝統工芸技術の伝承・保存

　松伏地区には、武者人形、ミニチュア家具等の

　伝統工芸があり、観光コースの充実を図る上で

　重要な観光資源として活用するため、より一層の

　保存に努めると同時に、金杉地区の観光農業と

　併せた観光ルートを開発する。

(7)森林資源の活用

　該当なし
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５）都市農業振興基本計画等（3市） 

 

 
自治体名 越谷市 八潮市 三郷市

名称
第2次越谷市都市農業推進基本計画

平成２３年度～平成３２年度【中間見直し】
八潮市都市農業振興基本計画 三郷市農業振興計画

策定年月 平成23年4月（平成２８年度３月見直し） 平成26年3月 平成26年3月

将来像

基本理念

持続的に農業が行なわれる環境づくり

目標

「環境にやさしい魅力ある農の活力が実感できる」

都市型農業の確立

将来像

「豊かな食と人を育む三郷市農業」

基本方針等

基本方針-1

( 方針1)

　首都近郊という地理的優位性を活かした

　都市農業の展開を支援する

(方針2)

　豊かな実りを生む農業の基盤を整える

(方針3)

　持続的に農業経営を担う人材を育成する

(方針4)

　市民が農業を支える仕組みをつくる

計画の体系

1.　地産地消の推進と農産物のブランド化

2.　都市と共生した農業環境の促進

3.　担い手の育成・確保

4.　農地の環境保全と農地利用円滑化事業の推進

基本方針

① 農地の計画的な保全

② 農業経営・生産の充実

③ 農業の担い手の育成・確保

④ 流通販売の促進

⑤ ふれあい型農業の推進

⑥（仮称）農業センターの調査・研究

⑦ 計画推進体制の確立

計画の体系

基本方針-2

( 方針1)

　首都近郊という地理的優位性を活かした

　都市農業の展開を支援する

　　地産地消の推進

　　産地形成の促進

　　高付加価値農業経営の支援

　　道の駅と連携した新たな都市型農業の拠点整備

(方針2)

　豊かな実りを生む農業の基盤を整える

　　優良農地の保全・有効活用

　　農業生産基盤などの整備

(方針3)

　持続的に農業経営を担う人材を育成する

　　担い手の確保・育成

　　就農者フォローアップ活動の充実

(方針4)

　市民が農業を支える仕組みをつくる

　　市民理解の向上

　　農業への市民参加の推進

計画の体系

1. 地産地消の推進と農産物のブランド化

　1-1.地産地消の推進

　1-2.農産物ブランド化の推進

2. 都市と共生した農業環境の促進

　2-1.環境保全型農業の推進

　2-2.市民がふれあう農業の推進

3. 担い手の育成・確保

　3-1.農業の担い手育成

　3-2.農業団体の支援

4. 農地の環境保全と農地利用円滑化事業の推進

　4-1.農地の環境保全

　4-2.農地利用円滑化事業の推進

　4-3.人・農地プランの促進

　4-4.環境に配慮した幹線農業水利施設の管理

計画の体系

1. 農地の計画的な保全

　1）優良農地の保全

　2）農地の多面的機能の活用

２. 農業経営・生産の充実

　1）農業経営体の育成

　2）営農形態に応じた支援

　3）農産物の高品質化・高付加価値化の推進

　4）環境にやさしい農業の推進

３. 農業の担い手の育成・確保

　1）農業後継者の育成

　2）多様な担い手の育成

４. 流通販売の促進

　1）地産地消の推進

　2）地元農産物の広報・宣伝活動の推進

５. ふれあい型農業の推進

　1）農と市民の交流の推進

　2）農のある景観づくり

６.（仮称）農業センターの調査研究

役割

その他

役割

◎農業者

　地産地消の推進に向け、農産物の生産拡大や

　品質向上に取り組み、農地の保全や適正な管理に

　努めます。

◎JA 越谷市

　農業者や行政と連携し、地産地消や生産支援に

　積極的に取り組みます。

◎越谷市

（農業振興課・越谷市農業委員会）

　都市農業の展開が本市の農業振興はもとより、

　産業全体の振興やまちづくりの一翼を担えるよう

　本計画を推進します。

　担当課である農業振興課および越谷市農業委員会は、

　JA 越谷市をはじめとする農業関係団体等との連携・

　協力を図りながら農業者の主体的な取り組みを

  支援し、具体的な施策の展開にあたっては、農業を

  取り巻く動向に注視しながら、産業支援課・観光課

  をはじめとする関係各課と連携を図り、「越谷市

  自治基本条例」に基づき市民との協働のもと、

  効果的な実施に努めます。

◎土地改良区

　農業者や行政と連携し、農業生産基盤の整備や

　維持管理に積極的に取り組みます。

それぞれの役割

1. 農業者（生産者）

　本市の「食料・農業」を支える主体であるという

　認識を持ち、生産技術や経営管理能力の向上に

　努め、安全・安心・新鮮な農産物の安定供給を

　図るとともに住民との交流により、「農業」の

　役割と必要性を市民に広く伝えていくことを

　推進します。

2. 農業関係団体

　組織及び経営基盤の強化を図るとともに、生産者の

　要望に応えながら、生産者の経営改善を支援し、

　生産情報等の情報発信を行って消費者ニーズを

　把握し、生産者と連携しながら消費者が求める

　農産物等を提供していくことを推進します。

3. 市民（消費者）

　「農業」の役割を十分に理解するとともに、

　「食」に対する正しい知識を学び、市内農産物の

　購入・農業体験・援農ボランティア等を通じて、

　農業に積極的な関わりをもち、地域のコミュニティ

　活動に参加しながら本市の農業を理解・支援

　していくことを推進します。

4. 食品流通加工事業者

　生産者との連携により安全・安心・新鮮な農産物の

　安定供給に努めるとともに、「食」に関する的確な

　情報を消費者に伝えていくことを推進します。

5. 商工会・観光協会・ＮＰＯ・

　企業・ボランティア団体などその多くが地域に

　密着した活動を行っており、今後の本市農業を

　支える新たな担い手として、また、本市農業を

　支える支援者として農業者、農業関係団体などと

　協力し、農業支援していくことを推進します。

6. 行政

　本計画を実現するため、行政内部の円滑な推進体制の

　構築と、農業者、農業関係団体、農業委員会、

　食品流通加工事業者、商工会・観光協会・NPO・

　企業・ボランティア団体など農業に携わる組織間の

　連携と協働により計画を推進します。

各主体の役割

農業者・農業団体

・農業の担い手、農地、農業環境の管理者として

　計画を主体的に進める

・農業を発展させるために、市民、民間との連携を

　進める

JA

・農業者団体の活性化を図るための取組を進める

・農業経営・生産環境づくりを支援する

・直売所等を通して農業者と市民を結ぶ役割を果たす

市民・市民団体

・三郷市の農産物の消費により農業を支える

・安全な食生活、地域環境の担い手として

　計画を主体的に進める

・農業の理解者として農業者との連携、支援を進める

民間団体 （商工会・企業・ＮＰＯ等）

・地域の構成員として、地場流通など農業者と市民を

　結ぶ役割を果たす

・人材や経営のノウハウなどを提供する

市

・各団体や個人の連携や活動を支援する

・計画にもとづく必要な施設、設備を支援する

・計画に関する情報提供、進行管理を行う

・（仮称）農業センターの調査研究を行う

農業委員会

・農地情報を把握し、肥培管理を指導、支援する

・認定農業者や後継者の経営改善を指導、支援する

・農業者、市民に都市農業、農地の情報を提供する

埼玉県

・農業生産に関する情報提供や指導、補助等により

　支援する。
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第Ⅱ章 生物多様性ガイドラインの作成 

1 1 生物多様性ガイドラインの作成の基本的考え方 
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  １ 生物多様性ガイドラインの作成の基本的考え方 

 
１）生物多様性ガイドラインの作成の基本的考え方 

昨年度の調査研究において検討した「埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン骨子

（案）」をベースに、「愛知目標の 20項目」や生物多様性に関わる国内外の動きを踏まえ、

5 市 1 町の多様な分野における生物多様性に関する課題を解決していくための行動目標及

び行動メニューとして「埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン」を取りまとめる。 

 

                    

２）ガイドラインの検討内容 

生物多様性ガイドラインの制作にあたっては、以下の内容による構成とする。 

 

  （1）タイトル 

『いのちと暮らしを支える生きものにやさしいまちづくりに向けて』 

埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン 

 
  （２）内容構成 

第１章 生物多様性について 
第１節 生物多様性とは 
第２節 わたしたちのまちと生物多様性 
第３節 生物多様性の恩恵 
第４節 生物多様性の危機 
第５節 生物多様性をめぐる国内外の動き 

第２章 生物多様性ガイドラインの目的と位置付け 
第１節 5 市 1 町のまちづくりの将来像 
第２節 生物多様性ガイドラインの目的 
第３節 生物多様性ガイドラインの位置づけ 

第３章 生物多様性の現況 
第１節 自然環境の概要 
第２節 生きものの概況 
第３節 自然環境の概況 
第４節 社会環境の概要 

第４章 生物多様性の課題 
第１節 生きものの課題 
第２節 生物多様性の危機の原因 
第３節 生きものの生息・生育地の課題 
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第５章 生物多様性の課題の解決 
第１節 課題解決の方向 
第２節 グリーンインフラ 
第３節 エコロジカルネットワーク 
第４節 社会環境の概要 

第 6章 目標 
第１節 ガイドラインの目標 
第２節 行動の内容 

第 7章 行動メニュー 
第１節 施策の構成 
第２節 行動メニューリスト 
第３節 行動メニュー 

第 8章 実効性の確保 
第１節 関連する計画への反映きものの課題 
第２節 多様な主体の参画 
第３節 生物多様性の維持、向上に関する知見の確保 

参考 愛知目標 
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  （３）生物多様性ガイドライン概要版 

「埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン」をベースに、「埼玉県東南部地域生物多

様性ガイドライン概要版」を作成し、本報告書の巻末に参考資料として掲載した。 
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第Ⅲ章 生物多様性の保全・向上を促進するための 
具体的な教材の調査研究 

2 1 

1 1 環境学習教材の調査研究の基本的考え方 

環境学習教材検討の為のワークショップ 

３ 1 環境学習カードゲーム 
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  １ 環境学習教材の調査研究の基本的考え方 

 
１）環境学習教材の調査研究の基本的考え方 

埼玉県東南部地域は比較的近似した自然環境であり、5 市 1 町が行政的広域連携の基盤

を有していることから、生物多様性の保全活用に資する環境教育・環境学習の推進に関し

ても各市町が単独で実施するよりも、連携的に行う方が効果発現性が高いと考えられる。 

したがって、埼玉県東南部地域 5 市 1 町の小学校で実践可能な、汎用性の高い環境教育

教材を検討する。昨年度の調査研究の成果から、小学生などの若年層に対する環境学習の

形式の一つとして、ツールを用いる遊びを交えたゲームスタイルがあげられる事から、実

際のフィールドでの実物学習を補完し、フィードバック効果の高いゲームスタイルでの環

境学習教材を検討する。 

また、検討の過程において、5 市 1 町の連携を推進し、より精度の高いカードゲームを

制作することを目的に、5 市 1 町の環境政策担当、学校教育担当の職員を対象にしたワー

クショップ形式の検討ワーキングを開催し、その成果を制作に反映させるものとした。 

 

２）環境学習教材の検討内容 

 

  生きものまんまるカードゲーム(案) 

ゲームのねらい 

・急速に失われつつある 5 市 1 町の自然環境を人の手を入れて管理してい

くことで、人の営みだけではなく、そこに住む生物にとっても豊かな環境

になる事を学ぶ。また、自然資源の管理作業と生物多様性とが密接に関わ

っていることを実感する。 

ゲームの目標 

・喪失と荒廃が進む 5 市 1 町の自然環境を再び人の手で管理しながら生き

ものを呼び戻していくことを目的としている。 

・ゲーム中で、間伐や草刈、水路の清掃といった自然資源管理作業に欠か

せない作業を進めていきながら、管理作業の意図と効果を認識し、自然環

境保全と生きものの復活を目指す。 

対象と人数 小学生高学年～／グループ形式（1 グループ 4～5 名のグループを想定） 

教材の特徴 

活用方法・発展 

・環境学習や生物多様性などの関連学習の事前事後学習教材とする。 

・理科や総合的な学習の一環とする。 

・白抜きカードを使ってオリジナル版を作って楽しむ。 

・ゲームを通じて、“人の営み”“人と生きもの”“生きもの同士のつな

がり”などを考える。 

・身近な公園や学校などにある緑の中にいる生きもののつながりを考える。 
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  ２ 環境学習教材検討の為のワークショップ 

 

１）環境学習教材検討の為のワークショップの記録 

（１）環境学習教材検討の為のワークショップの概要 

 埼玉県東南部都市連絡調整会議 カードゲーム検討ワーキンググループ 

日 時 平成 29年 8月 7日（月）9：30～11:45 

場 所 越谷市役所 第 3庁舎 5階 第 7・8会議室 

出席者 22名（うち環境政策担当 9名、学校教育担当 4名、事務局 7名）  

資料 
・自然資源を活用した元気な地域づくりに関する調査研究報告書抜粋資料 

・ぼくらの里山・いきものゲーム ティーチャーズガイド 

趣旨 

・5市 1町の連携を推進し、より精度の高いカードゲームを制作することを目的

に、5市 1町の環境政策担当、学校教育担当の職員を対象としたワークショップ

形式の検討ワーキングを開催した。ブレーンストーミング形式で行い、主要な意

見を抽出し検討に反映させた。 

 

① 挨拶 

≪事務局より挨拶≫   

② カードゲーム説明 

 ≪NPO 法人樹木・環境ネットワーク協会より説明≫ 

 

・カードゲームの特長について 

・カードゲームの遊び方について 

・カードゲームの学習成果について 
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③ ゲーム体験 

≪2 班に分かれて実施≫ 

④ アイデアの意見交換 

≪2 班に分かれて実施≫ 

○A 班 

   
附箋の記録（A班） 

使い方 

○環境学習の導入として楽しめるようゲーム性を持ったものがよい。 
○ゲームの導入で、興味を持たせるには学び要素ではなく、ゲーム要素を
強める。 
○使い方に多様性があると、学校で活用しやすい。 
○時間のパターンが通常版と短縮版まで選べると良い。 
○ゲームで学んだ後に、実際に見に行ったりすると良い。 

ルール・
遊び方 

【自然環境のかく乱】 
○サイコロの数で１回休みを取り入れる。→何も引かない。 
○駆除カード 
○ケムシが大量に発生して近所からクレーム 
○環境カードとして「不法投棄」を入れる。 
○先生が状況に応じて、環境をかく乱させたりする。 
○「開発」カード：環境の変化により、生き物が減る。 
○日照りカード（天候トラブル） 
【戦い方】 
○グループや個人での対戦する 
○チーム戦にして、指標種をそれぞれ分ける。 
○他の班からカードを横取りできるようにする。 
○カードを手持ちで持たせて出すようにしたい。（めくるだけだとカードを

読まず、学習できない。） 
【関連性】 
○カードどうしの関連性をわかりやすく。 
○生きものと自然環境のつながりがわかるようにする。 
○生態系のつながりがわかるようにする。 
 
○すごろく式（５市１町を体験して、止まったマスで生き物を見つけたり
する。） 

○ボランティアカードの使い方が難しいのではないか。 

環境 
カード 

○河川敷 
○農地 
○荒れ地 
○住宅地 
○水路 
○屋敷林 

指標種 

カード 

○5 市 1 町で特色ある農産物（クワイなど） 

○指標種は５市１町で１つずつ代表するものにする。 

○トウキョウダルマカエル 

○ミドリシジミ、ハンノキ 
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○＜貴重種＞「ミズオオバコ」が咲いた。 

○カワセミ 

○フクロウ、屋敷林 

○猛禽類 ツミ、チョウゲンボウ、フクロウ 

○トンボ 

○メダカ 

通常の生

き物 

カード 

○ジョーカ的要素として外来種を加える。 

○（特定）外来種、アメリカザリガニ→川、アライグマ→住宅・畑、ウシ

ガエル→用水・川 

○ミドリガメ→（時間がたつと）ミシシッピアカミミカメに進化 

○超レアカード（希少種）等（シラコバト、コシガヤホシクサ） 

○特別な生きものは、枚数集まると育つ。（進化する。） 

○落ち葉を集めるとカブトムシが発生 

○白紙カード（各市で特色のある生き物、子どもが作る。） 

○カラス 

○クビアカ、ツヤカミリ→木がなくなる。 

○バッタ 

作業 

カード 

○ビオトープができた。 

○公園ができた。（親水公園など） 

○水路清掃 

○田植えをする。 

○子どもたちに身近な作業をさせる。（「水路清掃」や「森の間伐」だと子

どもたちが実際に作業するのは難しいので、「ごみ拾い」など子どもたち

が実践できそうなものを作業カードにする。） 

○増えすぎた植物（外来）を除草する。 

○花（木）を植える。※種類を選ぶ 

○希少種を移植した。 

○ゴミ拾い 

○生きものが戻ってこられるような活動 

○油を流す、みそ汁を捨てる。→川が汚れる。 

○緑を増やす！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ班附箋 Ａ班発表 
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○Ｂ班 

   
附箋の記録（Ｂ班） 

目標 

○希少種？ 5 市 1 町で 

○環境保全の考え方を育むことに効果がありそう。 

○中学生対象を言っているが、越谷市の場合、小学生の方が効果があると

思われる。 

 ビオトープと関連させられる、総合の取組と関連させられる。 

○どんな場面・教科を想定して作るのか、（作っている）具体的な場面が必

要 

生き物 

○＜指標種＞（越谷市）シラコバト、コシガヤホシクサ、ホタル、シジミ 

○＜越谷＞フジバカマ、ナガホノシロワレモコウ、ノウルシ、オオヨシキ

リ、コムラサキ 

○＜越谷＞アサザ、キタミソウ、ヨシゴイ、クイナ、ミゾコウジュ、コア

ジサシ 

○＜指標種＞カワセミ、サギ、タヌキ、ホタル、ドジョウ、ナマズ 

○カワヂシャ、タコノアシ、ベンケイガニ 

○犬・猫等、ペットとなっているものを生き物カードで増やす 

○＜外来種＞アライグマ 

○カイツブリ、しいの木、さつき 

○ホタル 

○アユ 

○キタミソウ、コイヌガラシ、タコノアシ、トウキョウダルマガエル、チ

ョウゲンボウ 

○ノウルシ 

○タヌキ 

○アライグマ、カミツキ 

○キジ、ドジョウ、ナマズ 

○（春） ナズナ、ハコベ、セイヨウタンポポ、ハハコグサ、カントウタ

ンポポ、ソメイヨシノ、オオイヌノフグリ、カタバミ、ナミテントウ、

アオスジアゲハ、モンシロチョウ、コオニタビラコ、ハルジオン 

○くちなし、ハクセキレイ、花もも 

環境 

カード 

○水辺、田、まち・公園 

○ボード内容：5 市 1 町には雑木林があまりないので、水辺・草原・街の

3 つのフィールドにしたらどうか 

○生き物カード：田畑、川辺、樹木 

○ビオトープ（人工的な自然） 

ボードに

入れたい

内容 

○「人」を入れたほうがよい（環境保全する人、環境を破壊する人など） 

○＜環境に悪い作業＞ポイ捨て、生活排水 

○生活排水カード 



Ⅲ‐6 

作業 

カード 

○水路のそうじ、（浚渫） 

○植樹 

○＜作業＞ごみ拾い活動、資源紙回収、マイ箸・マイバックの使用 

○外来種駆除：アライグマ、セイタカアワダチソウ 

○ゴミの削減、水質汚染防止、大気汚染防止 

ルール 
○説明に 10 分近くかかっていたが、さらに短くするか、各班 1 人ずつ進

行役をつけるなどした方がよい。 

お助け系

カード 

○おたすけ系人間カード 

ボランティアをするいい人間とゴミをポイ捨てしたり、希少種を捕ってし

まう悪い人間カードを作る 

その他 
○フィールドワークカード：このカードを引いて、初めて条件がわかる。 

○関連性マップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ まとめ 

≪NPO法人樹木・環境ネットワーク協会 ≫ 

・街の中に住んでいる現状を子供たちが身近に感じられるように、作業カードに落とし込み、そ

れらが環境につながっていることをカードの要素にする。 
・ゲーム性を増すために指導者が自然をかく乱する要素を加え、洪水や人間の害的な「開発」を

盛り込む。その「開発」は悪いイメージだけでなく、良いイメージにする要素も取り入れる。 
・生き物カードで草原系の要素が多いこと、河川敷が大きいこと、屋敷林を守るなど、学びのた

めの要素として環境要素が相互にどのように関わるのかが重要である。 
・体験者により、説明する時間と振り返る時間（学びの時間）の配分は、前者は短めに、後者は

長めに取れるような工夫が必要である。 
・指導者なしで子供達だけでゲームを行えるようにするには、工夫が必要である。 

   
 

Ｂ班附箋 Ｂ班発表 
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３ 環境学習カードゲーム 

１）生きものまんまるカードゲーム ルールの仕様案 

（１）遊び方 

生物多様性は自然の中だけでなく、身近な街や公園にも必要です。 

さまざまな取り組みによって田畑や街の中に生き物たちが生息できるような豊かな環境

を作り出すことが最終目標です。 

プレイヤー全員が協力してゲームを進めます。 

 

① ボードをひらいて、サイコロをふる順番を決めましょう。 

 

② ２種の生きものカード（デッキ）をよくシャッフルしてから、ボードの近くに

置いてください。 

２種の生きものカードは混ぜない様にしてください。 

 

③ ボード内の「指標種」枠に呼びたい生きもののカードを置きます。 

その際に目標となる指標種１～３種を選びましょう。 

指標種カードは５種類あります。それぞれ必要とする環境条件やつながりのあ

る生きものが異なります。 

 

④ ２つのフィールドに３枚ずつ環境カードの裏面を上にしておいてください。 

 

⑤ 目標を決めたら、いよいよゲーム開始です。 

ⅰ．Ａ４の用紙に５種類の行動を記載したシートから、どれかひとつ行動を選ん

でください。 

ⅱ．サイコロを１回振り、行動の結果を読み上げてください。 

行動には、その作業によって起こりうるいくつかのパターンが書かれていま

す。 

⑥ ⅲ．行動シートに書かれた指示に従い、生きものカードを引いてください。手

にした生きものカードは、その生きものの条件にあったフィールドに置くこと

ができます。ボードをひらいて、サイコロをふる順番を決めましょう。 

 

⑦ ２種の生きものカード（デッキ）をよくシャッフルしてから、ボードの近くに

置いてください。 

２種の生きものカードは混ぜない様にしてください。 

 

⑧ ボード内の「指標種」枠に呼びたい生きもののカードを置きます。 

その際に目標となる指標種１～３種を選びましょう。 

指標種カードは５種類あります。それぞれ必要とする環境条件やつながりのあ

る生きものが異なります。 

 

⑨ ２つのフィールドに３枚ずつ環境カードの裏面を上にしておいてください。 

 

⑩ 目標を決めたら、いよいよゲーム開始です。 

ⅰ．Ａ４の用紙に５種類の行動を記載したシートから、どれかひとつ行動を選ん

でください。 
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ⅱ．サイコロを１回振り、行動の結果を読み上げてください。 

行動には、その作業によって起こりうるいくつかのパターンが書かれていま

す。 

ⅲ．行動シートに書かれた指示に従い、生きものカードを引いてください。 

手にした生きものカードは、その生きものの条件にあったフィールドに置く

ことができます。 

 

⑪ の作業が終わったら次の人に引継ぎ、⑤を繰り返します。 

 

⑫ カードを戻す」効果がでた場合、デッキへ戻しよく切ってください。 

また、「環境カード」の変化により適用できなくなった生きものはキープ中の枠

に置きます。 

 

⑬ きものの種類によっては、棲息するために必要な環境条件があります。 

裏になっている「環境カード」を表に返したり、その生きものに必要な条件が整

えばフィールドに置くことができます。フィールドに置くことができないカード

については、条件が整うまでの間、キープ中の枠内に置きます。条件がそろった

場合は、その時点でフィールドに置いてください。 

 

※デッキのカードがなくなった場合、サイコロを振りなおす。 

 

 

  

（２）このゲームの中身・カード構成 

 

① ボード １枚 

街や田畑を含む人の生活環境を模したボード。 

ボードの中には、田畑と街中の２つのフィールド環境があり、それぞれの環境に

適応した生きものを置くことができる。各フィールドにはそれぞれに「環境カー

ド」を３枚置く。 

 

② さいころ １コ 

 

③ 指標種カード ５種 各 1枚 

豊かな街づくりを行う上で指標となる生きもの。貴重な生きものや地域のシン 

ボル的な生き物ものが選ばれています。それぞれの指標種には、その生態に合わ

せた生息環境とつながりのある生きものが必要です。指標種が多くなれば、それ

に伴い必要な生きものや条件が多くなっていきます。人が行動することによって

環境に影響を与え、さまざまな生きものの生息条件が整っていきます。 

 

④ 生きものカード 田畑用 30枚 

田畑で一般的に見られる生きもののカード。指標種を呼ぶために必要な生きもの

たち。 

希少性によってランク付けがされている。カードには、その生物が棲むことがで

きる条件が示されています。 

 

⑤ 生きものカード 街中用 20枚 

街中に見られる生きもののカード。指標種を呼ぶために必要な生きものたち。 

希少性によってランク付けがされている。カードには、その生物が棲むことがで
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きる条件が示されている。外来種やゴミなども含まれます。 

 

※ジョーカーカード：生きものカードに混ぜて使用します。生きものカードの中に

ジョーカー的に混ざっており、環境を破壊したり、生きものの復活を邪魔するこ

とがあります。 

 

⑥ 環境カード 

ゲームスタート時からボードに裏面で置かれている。行動の結果により裏返り、

環境カードとなります。 

 

⑦ 行動シート 

街づくりに関する行動として、5 種の行動があります。 

このカードには、行動とその結果として生きものへの影響が示されています。 

サイコロの 1から 6までで、3～4つの効果のパターンがあります。 

 

＜要検討・オプション案＞ 

⑧ アドバイスカード 2枚  

先生や大人からアドバイスが受けられるカード。サイコロを振った結果により 

作業の結果が悪くなった場合も、アドバイスカードを使えばもう一度サイコロを

ふるチャンスが与えられます。 

 

⑨ 外来種カード、ゴミカード、災害カード 

   ゲームの進行を妨げる要因のカードです。外来種、ゴミ、災害があり、必要に応

じて生きものカードのデッキへまぜて使用します。多く入れればいれるほど難易

度が高くなりおもしろくなりますが、時間もかかります。 
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２）生きものまんまるカードゲーム 内容の仕様案 

（１）ゲームに使うもの： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境カード 

（名刺サイズ）6 枚 

生きものカード 

（名刺サイズ））50 枚 
   

行動シート（5 種）１枚 

ボード 
（A1 サイズ）1 枚 

指標種カード 

（名刺サイズ）5 枚 さいころ 1 コ 

アドバイスカード 2 枚 

田畑・街中に 1 枚入れる 
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（２）仕様案（イメージ） 

①ゲームボード １枚（A1） 

 

 

（３）指標種カード ５種 各1枚 

指標種 生きもの条件 環境条件 メモ 

ツバメ トノサマバッタ×1、シオ

カラトンボ（田畑・街中）

各1、ヤマトシジミ×1 

緑の多い家 街中と田畑を行き来する 

生きものに優しい人が住む家 

ミナミメダカ（街中） ミナミメダカ（田畑）×2 

 

小川、ビオトープ  

タヌキ トノサマバッタ、カブトム

シ(田畑・街中)各1、クヌ

ギ(田畑・街中)各1 

河川敷  

オニヤンマ ミドリシジミ×1、ニホン

ミツバチ（田畑）×1、ア

マガエル×1、ミナミメダ

カ（田畑）×2 

小川  

ナマズ ミナミメダカ（田畑）×2 

ドジョウ×1 

小川、畑・田んぼ  
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（４）生きものカード 田畑用 

No. 種名 枚

数 

生きもの条件 環境条件 属性 レア度 

1 トノサマバッタ 2 ヨシ×2  草 ★★ 

2 シオカラトンボ

(田畑) 

2 ミナミメダカ×1、

カゲロウ×1 

 水、空 ★ 

3 カブトムシ(田畑) 2 クヌギ(田畑)×1  森 ★★ 

4 ミドリシジミ 1 ハンノキ×1  草、空 ★★ 

5 スズメ(田畑) 1 ヨシ×1 畑・田んぼ 空 ★★ 

6 クヌギ(田畑) 2   森 ★ 

7 カイツブリ 1 オイカワ×1  空 ★★★ 

8 ドジョウ 2   水 ★★ 

9 ミナミメダカ（田

畑） 

2 カゲロウ×2 小川 水 ★★ 

10 アマガエル 2 カゲロウ×2  水 ★★ 

11 アオダイショウ 1 アマガエル×1 畑・田んぼ 森 ★★★ 

12 カントウタンポポ 2   草 ★ 

13 ハンノキ 2   森 ★ 

14 ニホンミツバチ 2 カントウタンポポ

×1 

 森 ★★ 

15 ヨシ 2  河川敷 草 ★ 

16 カゲロウ 2   水 ★ 

17 オイカワ 2  小川 水 ★ 

       

 計 30     
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（５）生きものカード 街中用 

一部田畑と同じ種の生きものも含まれる。その場合、田畑に同種がいないと街中にも 

生息できないという条件にする 

No. 種名 枚数 生きもの

条件 

環境条件 属性 レア度 

1 セイヨウタンポポ 3   草 ★ 

2 ヤマトシジミ 2 セイヨウ

タンポポ

×1、 

カタバミ

×1 

 草 ★★ 

3 カタバミ 3   草 ★ 

4 アオスジアゲハ 1 クスノキ

×1 

 森、空 ★★ 

5 クスノキ 2   森 ★ 

6 シオカラトンボ

(街中) 

2  ビオトープ 水、空 ★★ 

7 スズメ(街中) 1 ス ズ メ

( 田 畑 ) 

×1 

緑の多い家 空 ★★★ 

8 ヒヨドリ 1 クスノキ

×1 

河川敷、公園 空 ★ 

9 ハクセキレイ 1 ヤマト 

シジミ 

×1 

公園、 

ビオトープ 

空 ★★★ 

10 ヤモリ 1 ヤマト 

シジミ 

×1 

公園 森 ★★ 

11 カブトムシ（街中） 1 カブト 

ムシ 

（田畑）

×1、 

ク ヌ ギ

( 街 中 ) 

×2 

 森 ★★★ 

12 クヌギ(街中) 2  公園 森 ★ 

       

 計 20     

 

① アドバイスカード （田畑、街中）各1枚 

悪い効果が出た場合、サイコロを振りなおすことができる。 

「〇〇を戻す」場合、そのままサイコロを振りなおす 

外来種、ゴミカードが出た場合、カードをデッキへ戻しサイコロを振りなおす。 

災害カードが出た場合は、災害カードの内容に従う 
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② ジョーカーカード（オプション） 

田畑、街中と背のデザインを同じにして、の生きものカードの中に紛れ込ませる。 

量が多いほど難易度が増す。 

＜３つの種類＞ 

ゴミカード：環境カードに置かれ効果を無効にする。ゴミが置かれている場合、効果が

でない、裏がえせない。サイコロの目で置かれる場所が決まる。 

外 来 種：種類により属性の生きものがいなくなる（キープへ移動）。外来種がいる間、

その属性の生きものはおくことができない。 

災害カード：暴れ川（洪水）→すべての生きものカードを戻す。 

※田畑フィールドに田んぼの環境カードがある場合、田畑の生きものカード

を失うが、街中の生きものカードには被害がない。ただし、条件の整わな

い生きものはデッキへ戻す。なお田んぼカードは裏返し休耕田となる。 

        ※アドバイスカードを使い、サイコロの目「２」が出た時、事前の対策によ

り災害を防止することができる。 

 

No. 種名 カードの種類 備考 影響 

1 ゴミ 

 

（田畑×1、街中

×2） 

※サイコロの目で置かれる場

所が決まる。 

環境カード 

2 外来種＜森＞ 

 

（街中） アライグマ、ハクビシン 森 

3 外来種＜草＞ 

 

（田畑、街中） ポピー、セイタカアワダチソ

ウ、アレチウリ 

草 

4 外来種＜水＞ 

 

（田畑） ウシガエル、アメリカザリガ

ニ、アカミミガメ 

水 

5 災害カード 

 

（田畑） 生きものカードが多い田畑に

１枚 

全体 

（６）環境カード 6種 

FLD 環境カード 表 裏 備考 

田畑 畑・田んぼ 

 

耕作放棄地 イベントにより可逆的 

小川 

 

きたない川 不可逆 

河川敷 

 

ゴミの山 不可逆 

街中 公園 

 

駐車場 不可逆 

ビオトープ 

 

校庭の空いてるスペ

ース 

不可逆 

緑の多い家 

 

自然に興味のない家 不可逆 
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（７）行動シート 行動は5種 ※出目ﾊﾟﾀｰﾝは、3～4種で構成する 

 目 行動 効果 

市役

所・ 

会社 

カード 

2 環境問題の勉強会を開いた 生きものカード田・街を1枚づつひくor ゴミカードを1枚戻す 

5,4 新しく公園を作った！ 

 

環境カード「駐車場」を裏返し「公園」にする or 生きものカ

ード街を1枚ひく 

3 悪徳業者が不法投棄を行った！ 生きものカード田・街を1枚づつ戻す 

1 外来種防除作戦を実施！ 外来種カードを1枚戻す 

or 生きものカード街を1枚ひく 

6 地元産の野菜の販売会を行った 生きものカード田を一枚ひく 

学校 

カード 

5 ビオトープを作った 生きものカード街を2枚ひく or 環境カードが「校庭のあいて

るスペース」の場合、グループ全員がサイコロを振り、半分以

上の人が奇数の目を出した時、環境カード「校庭のあいてるス

ペース」が「ビオトープ」になる 

4 環境学習で外来種について学ん

だ 

生きものカード街と田を1枚ずつひく 

or 外来種カードを1枚戻す 

2 遠足や林間学校などの野外活動

で自然の良さを学んだ 

生きものカード田を1枚ひく               

※カブトムシを見つけた。カブトムシが出ている場合、 

2枚引く 

1,3 理科で自然とともに生きる大切

さを学んだ 

環境カード「自然に興味のない家」を裏がえし、「緑の多い家」

となる or 生きものカード街を1枚ひく 

6 校庭で楽しく遊んだ なにもおこらなかった 

個人 

カード 

6,2 田畑フィールドに生きものを探

しに行った 

生きものカード田を１枚ひく 

 

3,5 洗剤を使う量を減らした 生きものカード街を１枚ひく or 環境カードが「きたない川」

の場合、グループ全員がサイコロを振り、半分以上の人が４～

６を出た時、環境カード「きたない川」が「小川」になる 

1 街に出かけ、ゴミをポイ捨てした 生きものカード街を１枚戻す 

4 遊びに行った時ゴミをきちんと

持ち帰った 

生きものカード街を1枚ひく 

or ゴミカードを1枚戻す 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ 

ｶｰﾄﾞ 

4 ザリガニ釣り大会を開催！ 外来種カードを1枚戻す 

or 生きものカード街を1枚ひく 

1 みんなでゴミクリーン作戦 環境カード「ゴミの山」を裏がえし、「河川敷」になる or ゴ

ミカードを1枚戻す or 生きものカード田・街を一枚づつひく 

6 市のいきもの調査に参加した 生きものカード街 or 田、どちらかを1枚ひく 

※アオダイショウを見つけた！：アオダイショウが出ている場

合、街と田を1枚づつひく 

3 貴重な植物と知らずに切ってし

まった 

生きものカード田を2枚戻す 

 

5,2 地域の田畑や屋敷林の管理活動

に参加した 

生きものカード田を1枚ひく 

農家 

カード 

1 雨の日がつづき農作物が不作！ 生きものカード田を1枚戻す 

5 農業をやりたい若者が増えた！ 環境カード「耕作放棄地」を裏返し「畑・田んぼ」にする 

or 生きものカード田を2枚ひく 

2,3 農業祭を開催。地元産の米や野菜

を買う人が増えた 

生きものカード田と街を1枚ひく 

4,6 農薬を使わずに野菜を作った 生きものカード田を1枚ひく 

※「生きものカード」を戻す場合、外来種カード、ゴミカードは選べない 
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（８）白抜き台紙シート 
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１ 各市町の生物調査について 

１）各市町の⽣物調査の実施状況 

本年度に関しては、草加市と越谷市において「住民参加による生きもの調査」が実施さ

れた。5市 1町での情報交換として、専門部会にてそれらの実施状況の報告がなされた。 

 

 

 実施調査 

１ 草加市『そうか生きもの調査』 

２ 越谷市『越谷市いきもの調査 2017-2020』 
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２ 草加市の生物調査 

１）草加市『そうか⽣きもの調査』 

従前の『そうか生きもの調査の手引き』に基づき、以下の様に住民参加型生きもの調査

の募集及び生きもの調査を行った。 

 

 

 

  



Ⅳ-3 
 

 草加市『そうか生きもの調査』 

調査区域の 

選定方法 
行政区分 

調査・協力主体 一般市民 

調査手法 アナログ 

調査対象種の 

考え方 
調査対象種を選定（地域の自然環境の特徴を表す種類） 

調査対象種の 

分類 

自然環境の特徴を表す種類、身近な種類、外来種 

42 種（植物 14 種、鳥 14 種、昆虫その他 14 種） 

手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうか生きもの調査の手引き 

調査区域図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そうか生きもの調査区域図 
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３ 越谷市の生物調査 

１）越⾕市『越⾕市いきもの調査 2017-2020』 

本年度作成した『越谷市いきもの調査 2017-2020 ガイドブック』に基づき、以下の様に

住民参加型生きもの調査の募集及び生きもの調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『越⾕市いきもの調査 2017-2020 ガイドブック』 
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越谷市『越谷市いきもの調査 2017-2020』 

調査区域の 

選定方法 
行政区域（13 公民館区） 

調査・協力主体 一般市民 

調査手法 デジタル 

調査対象種の 

考え方 
調査対象種を選定（地域の自然環境の特徴を表す種類） 

調査対象種の 

分類 

自然環境の特徴を表す種類、貴重な種類、外来種 

50 種（植物 10 種、鳥 16 種、昆虫 16 種、その他 8 種） 

本年度は 30 種（植物 3 種、鳥 10 種、昆虫 12 種、その他 5 種） 

調査員の募集 公募型 

調査員募集方法 随時 

調査員の役割 
環境省が運用している≪いきものログ≫を使って報告。 

調査終了後、一か月を目途に報告書を事務局に提出。 

調査期間 
平成 29 年から平成 32 年の定められた季節（3 か月間）に実施 

本年度は 7～9 月 

スケジュール 

（Ｈ2９年から 

Ｈ３2 年） 

 

評価すべき 

ポイント 

・本年度これまでのグリッド型調査区分から、行政区分によるエリア型

（13 公民館区域）に変更。 

・7 種類のハビタット分類を設定。 

・生きもの調査情報のデジタル入力システムを導入。「環境省いきもの

ログ」を活用しデータ入力・集計。 

課題 

・データの集計・解析、データベース化の基盤が整ったが、一般市民の

デジタル入力数が少なく（アナログ型の調査データ提出が過半）、事

務局による入力作業が課題。 
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越谷市いきもの調査 2017-2020 ガイドブック 

調査区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越谷市いきもの調査地区区分図 
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第Ⅴ章 今後の展開 

2 1 

1 1 ⽣物多様性ガイドラインについて 

環境学習教材について 

3 5 市１町での連携材について 
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１ 生物多様性ガイドラインについて 

１）⽣物多様性ガイドライン 

（１）本年度の取組と来年度以降の展望 

本年度は、埼玉県東南部地域５市１町の実態と課題、及び生物多様性基本法や国家戦略

の考え方を踏まえて、生物多様性保全と自然資源の活用に資する生物多様性ガイドライン

の検討を行った。 

またその検討成果を、『いのちと暮らしを支える生きものにやさしいまちづくりにむけ

て（埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン）』としてとりまとめた。 

今年度作成したガイドラインに基づき、今後、各市町において関連諸計画に選択した行

動メニューを組み入れて、それぞれの行動メニューの進捗管理を行っていく。 

 

２ 環境学習教材について 

１）カードゲーム 

（１）本年度の取組と来年度以降の展望 

本年度は、生物多様性の保全・向上を促進するための具体的な教材として、埼玉県東南

部地域の小学校で実践可能な環境学習教材の検討を行った。 

成果として埼玉県東南部地域の小学校で実践可能な、ゲームツールを用いた環境学習教

材の「案」を作成した。 

来年度は、今年度作成したカードゲームを、来年度印刷し、今後５市１町で活用して生

物多様性の普及を図っていく。 

 

 

３ 5 市 1 町での連携について 

１）本年度の取組と来年度以降の展望 

本年度は、自然資源専門部会において、生物多様性ガイドライン及び環境学習カードゲ

ームの検討を行い、それぞれの作成を行い、今後の 5 市 1 町の生物多様性保全と自然資源

の活用に関する基盤とツールを得た。 

来年度以降はガイドラインの各行動メニューの進捗状況等について、５市１町で情報共

有を図っていく。また、単独での実施が難しい施策について連携・協力して実施すること

なども検討していく。 
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『埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン』の位置づけ 

生物多様性基本法（平成20年6月施行）第13条では、地方公共団体の責務や生物多様性地域戦

略の策定の努力義務が規定され、生物多様性国家戦略2010（平成22年3月閣議決定）でも、地方

公共団体の参画の重要性が明記されています。国際的にも、生物の多様性に関する条約第9回締約

国会議（平成20年5月開催）で「都市・地方政府の参加促進決議」が採択されています。 

『埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン』は、生物多様性国家戦略及び生物多様性条約第

10回締約国会議（平成22年10月）で決定された愛知目標に基づき、5市1町のまちづくりにおける

生物多様性の維持、向上を図るための基本的な方向を示した共通指針です。そのため対象となる

分野は、まちづくり全般に及び、生物多様性の維持、保全とともに生物多様性を基盤とする自然

の恵みをまちづくりに有効に活用するという考えのもとでまとめられています。 

草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の５市1町は、社会環境や自然環境的に多く

の共通点を持ち、まちづくりの課題も類似しており、情報の共有と連携によって、よりよいまち

づくりに向けた取り組みが推進できると考えています。本ガイドラインの活用により、共通点の

多い５市1町の生物多様性の維持、保全が進み、自然の恵みを活かしたまちづくりを進めてまいり

ます。 

 

なお、本概要版は、『埼玉県東南部地域生物多様性ガイドライン』の主要部分を抜粋した簡易

版です。本編のガイドラインには、愛知目標をもとにした生物多様性に関する行動目標（Ｇ番号）、

5市1町の状況を踏まえて適切な活動が実施できるように構成された行動事例（Ａ番号）の詳細を

行動メニューとして示しました。適宜参照して下さい。 

また、本ガイドラインは行動計画ではありません。各市町は、行動目標と行動事例を自由に選

択し、あるいは独自の活動を、それぞれ関連する計画(たとえば総合振興計画や総合計画、都市計

画マスタープラン、緑の基本計画など）に組み入れて実施することを基本とします。計画への組

み入れ時期は、直近の見直し、策定時期が推奨されます。 

 

平成30年 

埼玉県東南部都市連絡調整会議 
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生物多様性とは 

地球上には、わたしたち人間を含めて、さまざまな種類の個性豊かな生きものがいます。

その生きものたちは、山岳地帯から深海、砂漠やジャングルなどあらゆる場所にすみ、わ

たしたちが暮らす地域にも、さまざまな生きものがいます。生きものは、単独で生きてい

るわけではありません。互いにつながり、生きもの同士、あるいは土や水などと関係を持

ち、支えあって生きています。 

さまざまな種類の生きものがいることを「種の多様性」といい、いろいろな場所で違う

生きもの同士がつながりを持っていることを「生態系の多様性」、同じ種類の生きもので

も、すんでいる地域が違うことで、違う個性を持っていることを「遺伝子の多様性」とい

います。それらの 3つの多様性を、生物多様性といいます。(生物多様性条約、生物多様性

基本法） 

いろいろな場所で、さまざまな生きものが生きていることで、地球の環境が支えられ、

わたしたちの暮らしが成り立っていることから、生物多様性は、それ自体に価値があり、

保全されるべきものと考えられています。 

 

 

わたしたちのまちと生物多様性 

埼玉県東南部の草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町（以下「5市 1町」）

は、首都圏の約 90万人が暮らす地域です。海や山などはありませんが、5市 1町の地域は、

生きものにとって大切な場所になっています。 

5 市 1町で、生きものがいる場所を探すと、水田や畑、河川、水路、草地、雑木林、屋

敷林など、人の手が入っている場所に至ります。いずれも長い時間をかけて人が暮らしの

ためにつくりあげてきたものです。 

水田はお米を生産する場所ですが、カエルやトンボ、ゲンゴロウの仲間の水生昆虫など、

たくさんの生きものが生息する場でもあります。川や水路は、洪水を防ぎ、農業地域に水

を供給するものですが、そこは、ウナギやナマズ、フナやメダカなど多くの魚類をはじめ、

鳥類、昆虫類などの生息地です。 

地域内には、縄文時代後期に人々が暮らした場所も遺跡として残っており、当時の人々

が食べた多くの貝殻などが出土しています。現在は首都圏として発展している 5市 1町で

すが、長い年月をかけて、人と生きものが共に生きてきた地域なのです。 

 
 

生物多様性について 
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生物多様性条約 第 2 条 

「生物の多様性」とは、すべての生物（陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これら

が複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。）の間の変異性をいうも

のとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む。 

生物多様性基本法 第 2 条 

この法律において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種

間及び種内に様々な差異が存在することをいう。 

 

 

生物多様性の恩恵 

わたしたちは、生物多様性を基盤とする生態系からの恵みに支えられています。 

豊かな海でとれる魚介類や、生きものの力でつくられた土からできるおいしい農産物、

微生物の働きで浄化される水などのほか、製品の原材料、資材、薬品、燃料など、わたし

たちの暮らしを支えるこうした恵みは、生態系サービスと呼ばれます。 

生物多様性がもたらす恵みは、食料や医薬品などばかりではありません。 

地域の生きものが生きる水田や畑、河川、水路、雑木林、屋敷林などは、水害防止、気

候緩和、良好な景観、いやしの場、健康増進、文化の継承、子どもたちの育成など、わた

したちが暮らしていくうえで欠かせない恵みを与えてくれます。 

 
■気候の緩和 
水田や緑の蒸散作用で夏の気温を下げます。 

■地下水のかん養 
水道用水の一部である地下水をかん養します。 

■洪水の防止 
水田や緑地に水をためることで、洪水被害を軽減します。 

■良好な景観 
四季を感じさせる素敵な景観を形成します。 

■学習機会の提供 
子どもたちの環境学習や野外体験活動を可能にします。 

■伝統文化の継承 
歴史や伝統文化の継承をはかります。  
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 生物多様性の危機 

わたしたちの暮らしに恵みを与えてくれる生物多様性は、いま大きな危機にみまわれて

います。生物多様性国家戦略 2012-2020（平成 24年）は、わが国の生物多様性の危機の原

因を、開発など人間活動による危機、自然に対する働きかけの縮小による危機、人間によ

り持ち込まれたものによる危機の 3つに分類し、さらに地球環境の変化による危機に加え

て、4つの危機に整理し、いずれも進行しているとしています。 

 

 

危機 内容 主な例 

第 1 の危機 開発など人間活動による危機 開発や乱獲などによる自然地の減少、生態
系の破壊など 

第 2 の危機 自然に対する働きかけの縮小
による危機 

森林や⾥⼭などの管理不⾜、管理放棄など
による生きものの単調化、特定の生きもの
による被害の増加など 

第 3 の危機 人間により持ち込まれたもの
による危機 

野生外来種やペット等による在来の生きも
のや環境などへの影響、殺⾍剤や塗料など
化学物質による生態系などへの影響 ほか 

第 4 の危機 地球環境の変化による危機 地球温暖化や海洋の酸性化による生態系や
気象などへの影響 ほか 

 

 

生物多様性をめぐる国内外の動き 

国際的な動き 

1992（平成４）年にリオ・デ・ジャネイロ（ブラジル）で開催された「環境と開

発に関する国連会議（地球サミット）」において、「生きものの多様性に関する条

約（生物多様性条約）」が採択されました。この会議では、地球温暖化を防止する

気候変動枠組条約も採択され、両者は双子の条約ともいわれます。 

生物多様性条約 第 10 回締約国会議 
2010（平成 22）年に名古屋市において開催された「生物多様性条約 第 10回締約

国会議」（COP10）では、今後行う生物多様性保全のための 20の世界共通の目標、

愛知目標が決定されました。 
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わが国の動き 

生物多様性国家戦略 
わが国は、地球サミットの翌年 1993（平成 5）年に生物多様性条約を批准し、1995

（平成 7）年に「生物多様性国家戦略」を策定しました。 

策定後 4度の見直しが行われ、直近では 2012（平成 24）年に見直されました。

2016(平成 28）年に、生物多様性条約第 12回締約国会議（2014 年）で行われた愛

知目標の中間評価を踏まえて、今後一層加速させる具体的施策をとりまとめた「生

物多様性国家戦略 2012-2020 の達成に向けて加速する施策」が公表されました。 

 

生物多様性基本法、生物多様性地域連携促進法 
2008（平成 20）年に「生物多様性基本法」、2010（平成 22）年には、生物多様

性地域連携促進法が制定されました。 

 

農林水産省生物多様性戦略 
農林水産省は、生物多様性の保全を重視した農林水産業を推進するための指針と

して 2007（平成 19）年「農林水産省生物多様性戦略」を策定しました。策定後の

生物多様性条約第 10 回締約国会議をもとに生物多様性国家戦略が改定されたこと

から、2012（平成 24）年農林水産省生物多様性戦略が改定されました。 

生物多様性国家戦略は、農林水産省生物多様性戦略を内包しています。 

 

 

生物多様性に関連するわが国の動き 

緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項 
都市緑地法に基づく緑の基本計画の策定又は改定時において、エコロジカルネッ

トワークなど、生物多様性の確保に当たって配慮することが考えられる事項をまと

めた参考資料として、2011（平成 23）年に、国土交通省がまとめて発表しました。 

 

都市農業振興基本計画 
都市の生物多様性の大きな影響を与える農地について、開発を積極的に進める土

地としての扱いから、生物多様性や洪水防止機能等の多面的機能をもつものとして

積極的に保全する対象にするという都市農業振興基本法が 2015（平成 27）年に成

立しました。市街地調整区域の農地も自治体の判断で都市農地に位置づけることが

できるようになりました。 
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5 市 1 町のまちづくりの将来像 

埼玉県東南部地域の草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の 5市 1町は、

各市町の歴史的背景や社会的背景をふまえ、より良い地域づくりに向けた発展を続けて 

きました。 

 各市町の総合振興計画や総合計画に、将来像が示されています。 

 

■草加市：快適都市～地域の豊かさの創出～ 

■越谷市：水と緑と太陽に恵まれた 人と地域が支える安全・安心・快適都市 

■八潮市：住みやすさナンバー１のまち 八潮 

■三郷市：きらりとひかる田園都市みさと ～人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～ 

■吉川市：人とまちが輝く 快適都市 よしかわ 

■松伏町：笑顔が未来に広がる 緑あふれるみんなのまち！ 

 

 

生物多様性ガイドラインの目的 

将来像の実現には、まちづくり、交通、防災、防犯、医療、保健、産業、観光、教育、

文化など、さまざまな分野でバランスのよい発展が必要です。 

しかし、これからの社会は、人口減少、少子高齢化社会の到来、税収の減少、まちづく

り予算の低減、空き家対策のほか、大規模な地震や風水害への備えなど、難しい課題に取

り組まなければならなくなることが予想されます。 

それには、多くの人の労力や連携のほか、緑や水、土、生きものなど、健全な生物多様

性がもたらす自然の恵みを維持、回復させながら、それを有効に活用することが必要です。 

このガイドラインは、生物多様性基本法に基づく生物多様性の保全と持続可能な利用に

関する基本的な計画に相当する内容を示した共通指針です。生物多様性国家戦略を基本と

しながら、地域特性を活かした内容とし、5市 1町が生物多様性の維持、回復を通して、

自然の恵み(生態系サービス）をより良いまちづくりに活かす方向性を示したものです。 

これにより、5市 1町が進めるまちづくりの将来像の実現を促進し、まちづくりにおける

自然の恵みや自然の持つ機能の重要性について、市町民の理解を進め、具体的な施策を展

開します。 

このガイドラインは、各市町の生物多様性を活かしたより良いまちづくり、持続的なま

ちづくりに資することが目的であることから、各市町はガイドラインの内容を実情に応じ

て、まちづくりをはじめ、関係する各分野の計画に反映することが期待されます。 
  

１ 
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生物多様性ガイドラインの位置づけ 

ガイドラインが対象とする分野は多岐にわたるため、他の部門別計画との関わりが非常

に大きくなります。したがって、他の部門別計画との連携をはかり、各分野の施策として

具体化されることが重要です。事業や取り組みの実施主体も異なるため、各市町とも分野

間の連携強化に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合振興計画 
都市計画マスタープラン 
防災計画 
教育計画 
治水計画 
⼟地利⽤計画 
産業振興計画 
農業計画 
福祉保健計画 
環境基本計画 
景観計画 
緑の基本計画 

・ 
・ 

生物多様性ガイドライン 

自然資源の保全と回復、持続的に利⽤する⽅策 

生物の減少防止 エコロジカルネットワーク 

生物の回復 水質保全 保護システム 侵略的外来種対策 

地域的な作物種の保存 

水田、河川、調節池などの活⽤ 
総合治水 

避難場所 

生息環境の維持と回復 

廃棄物焼却 CO2 吸収樹木 

農地の炭素固定 

水と緑による高温障害緩和 

緑豊かなまちづくり 

景観形成 

緑の質的向上 

開発地の緑地確保 

エコ農業 

農地維持 

農業振興策 

請負制度 
⽤排水路分離 

災害廃棄物置き場 

避難ルート確保 

防火樹木、防火⽤水 

健康づくり 

緑の散歩道、遊歩道 

フットパス 
農業体験 

野外活動の場 

環境学習センター 
環境学習プログラム 

緑 

水 

他 ⼟ 

 生き物 
自然資源 

まちづくり 

生物多様性 

減災・防災 

医療・福祉 

教育 産業 

快適環境 

地球温暖化防止 

３ 
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目標・行動メニューの構成 

本ガイドラインは、5市 1町のまちづくりの将来像を基本理念とし、その実現に向けた

生物多様性に関する長期目標と短期目標を掲げます。そして、短期目標を達成するために、

愛知目標に対応した行動のねらい、行動目標、行動事例の位置づけを示します。 

 

 
・・・・・・各市町のまちづくりの将来像です。 

 
 

・・・・・・基本理念の実現に向けた生物多様性に関する長期的な目標です。 

 
・・・・・・長期目標の実現に向かう短期的な目標です。 

 
 

・・・・・愛知目標に対応した行動のねらいを示します。 

 
 

・・・・・・施策実施の達成目標です。 

 
・・・・・・行動目標を達成するための主な行動の例です。 

 

 

 

  

１ 

目標・行動メニュー 03 
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ガイドラインの目標 

本ガイドラインは、5市 1町のまちづくりの将来像を基本理念とし、生物多様性国家戦

略に準じ、長期目標と短期目標を掲げ、目標の達成に向けて施策を推進します。生物多様

性国家戦略における短期目標は、2010（平成 22）年に愛知県で開催された生物多様性条約

第 10回締約国会議（COP10）で決定され、全世界が取り組んでいる愛知目標の達成年であ

る 2020（平成 32）年をもとに、「2012 年～2020 年」に定められていますが、本ガイドラ

インにおいては、短期目標の目標年を 2027（平成 39）年とします。 

 

▼基本理念（まちづくりの将来像） 

草加市：快適都市～地域の豊かさの創出～ 

越谷市：水と緑と太陽に恵まれた 人と地域が支える安全・安心・快適都市 

八潮市：住みやすさナンバー１のまち 八潮 

三郷市：きらりとひかる田園都市みさと ～人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～ 

吉川市：人とまちが輝く 快適都市 よしかわ 

松伏町：笑顔が未来に広がる 緑あふれるみんなのまち！ 

 

▼長期目標 2050（平成 62）年 

生物多様性の維持・回復と持続可能な利用を通じて、5 市 1 町の生物多様性の状

態を現状以上に豊かなものとするとともに、5 市 1 町が掲げる将来像の実現に寄与す

る生態系サービスを将来にわたって享受できる自然共生社会を実現します。 

 

▼短期目標 2027（平成 39）年 

5 市 1町で、2027（平成 39）年までに達成すべき目標です。 

１．生きものを大切にする 

２．生きものの生息環境の維持と回復を図る 

３．生きものが暮らす環境を守る 

４．生きものが生息する基盤であるグリーンインフラの整備と活用を図る 

５．生物多様性の主流化を図る 

６．実施の強化を図る 

 

  

２ 
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行動メニュー 

 短期目標  ⾏動のねらい 愛知目標 

1. 生きものを 
⼤切にする 

1-1 開発による生きものの減少防止 12 に対応 

1-2 河川整備による生きものの減少防止 12 に対応 

1-3 水路整備による生きものの減少防止 12 に対応 

1-4 生きものの回復 12 に対応 

1-5 地域の伝統的な作物の維持 13 に対応 

2 生息環境の 
維持と回復を
図る 

2-1 生物多様性を育む農地の維持と回復 7 に対応 
2-2 生きものに配慮した河川管理 5, 12 に対応 
2-3 生きものに配慮した調節池等の管理 5, 12 に対応 
2-4 生きものに配慮した水路の管理 5, 12 に対応 
2-5 樹林地・樹木の維持、管理 5, 12 に対応 
2-6 緑の質的向上 5 に対応 
2-7 ビオトープ 5, 12 に対応 
2-8 侵略的外来種の対策 9 に対応 
2-9 水系の水質改善 8, 12 に対応 
2-10 薬剤によらない病害⾍管理 7, 8, 12 に対応 

3 生きものが 
暮らす 
環境を守る 

3-1 農地の保全 2, 5, 11, 12 に対応 

3-2 樹林地・樹木の保全 2, 5, 11,12 に対応 

3-3 生物多様性に正負の影響を与える施策の確認と実施 3 に対応 

4 グリーンイン
フラの整備と 
活用を図る 

4-1 グリーンインフラ整備、改善 2, 5, 12,14 に対応 

4-2 地球温暖化防止 2, 15 に対応 

4-3 防災・減災 2, 14 に対応 

4-4 健康増進 2, 14 に対応 

4-5 景観形成 2, 11 に対応 

4-6 エコロジカルネットワーク 2, 5, 12 に対応 

5 生物多様性の
主流化を図る 

5-1 生物多様性の普及と支援 1, 4 に対応 

5-2 環境学習の推進 1 に対応 

5-3 環境学習プログラムの開発 1 に対応 

5-4 野外学習施設の整備 1 に対応 

5-5 食育の活⽤ 1 に対応 

6 実施の強化を
図る 

6-1 情報の収集と提供 19 に対応 

6-2 資⾦と人材の確保 20 に対応 

6-3 連携とネットワーク 1 に対応 

6-4 生物多様性の向上 19 に対応 

３ 

10 



 

 

03
目
標
・
行
動
メ
ニ
ュ
ー

 

⾏動目標 
1-1 ■G1-1-1 開発に当たり生きものの生息に配慮します。  
1-2 ■G1-2-1 河川整備にあたり生きものの生息に配慮します。  
1-3 ■G1-3-1 水路整備にあたり生きものの生息に配慮します。  
1-4 ■G1-4-1 地域で減少が著しく、又は地域絶滅した種の回復を図ります。 
1-5 ■G1-5-1 地域で減少が⼼配される種や地域絶滅した種の回復を図ります。 
2-1 ■G2-1-1 生物多様性保全を含めた農業振興を進めます。 

■G2-1-2 生物多様性を育む農地保全を含めた農業振興を進めます。 
■G2-1-3 耕作放棄地（遊休農地）の発生予防に努めます。 
■G2-1-4 農地の再生を進め多⾯的機能を回復します。 
■G2-1-5 生物多様性に配慮した基盤整備を進めます。 
■G2-1-6 多様な主体による農業地域の環境保全活動を推進します。 

■G2-1-7 生物多様性等の多⾯的機能の維持、改善を進める新規就農者の育成・支援
に取り組みます。 

■G2-1-8 農地のあっせんや、請負組織の支援を⾏い、後継者難による耕作放棄地の
解消に努めます。 

■G2-1-9 生物多様性などまちづくりに必要な多⾯的機能を有する農地保全の普及
啓発を進めます。 

2-2 ■G2-2-1 河川管理は、生きものの生息環境の維持と回復に配慮します。  
2-3 ■G2-3-1 調節池や調整池の管理は、生きものに配慮して実施します。  
2-4 ■G2-4-1 水路の管理は、生きものの生息環境の維持と回復に配慮して実施します。 
2-5 ■G2-5-1 法令、制度に基づき、保全管理を支援します。 

■G2-5-2 保全管理にあたり、財政的な支援を⾏います。 
■G2-5-3 ⽇常的な管理への情報提供などを⾏います。 
■G2-5-4 樹林地・樹木の所有者及び近隣の⽅々に樹林地・樹木保全の理解をお願いします。 

2-6 ■G2-6-1 都市公園における生物多様性の維持、回復を推進します。 
■G2-6-2 公共施設における生物多様性に配慮した緑化を推進します。 

 

2-7 ■G2-7-1：ビオトープの整備事業を推進します。   
2-8 ■G2-8-1 在来の生きものの減少を防ぐため、侵略的外来種を抑制します。 
2-9 ■G2-9-1 農業⽤水路への家庭、事業所の排水流⼊を防止します。 

■G2-9-2 事業所や家庭等からの排水により生きものの減少を防ぐため
排水対策を促進します。 

■G2-9-3 ほ場から農薬、化学肥料、泥⼟が水路、河川に流出することによる生きも
のの減少防止を進めます。 

2-10 ■G2-10-1 薬剤によらない防除の推進を図ります。  
3-1 ■G3-1-1 農地保全の⽅向性を明確にします。 

■G3-1-2 農地法、都市計画法などの法令に基づき農地保全に努めます。 
■G3-1-3 市街化調整区域の農地転⽤許可申請には法令に基づき厳正に

対応します。 

■G3-1-4 市街化調整区域の開発許可申請には法令に基づき厳正に対応します。 
■G3-1-5 農地転⽤許可に関する実態調査を⾏い必要な措置を実施します。 
■G3-1-6 開発許可に関する実態調査を⾏い必要な措置を実施します。 

3-2 ■G3-2-1 樹林地保全の⽅向性を明確にします。 
■G3-2-2 樹林地の法的保全に努めます。 

■G3-2-3 樹林地の買い取りによる公有地化に努めます。 

3-3 ■G3-3-1 5市1町の生物多様性を推進する施策を検討して策定し実施し
ます。 

■G3-3-2 ５市 1 町の生物多様性を損なう施策を確認し改善します。 

4-1 ■G4-1-1 新たにグリーンインフラを整備します。 
■G4-1-2 既存のインフラをグリーン化します。 

■G4-1-3 既存のグリーンインフラの質的向上を図ります。 

4-2 ■G4-2-1 樹木を増やし、地球温暖化防止を推進します。  
4-3 ■G4-3-1 グリーンインフラを防災・減災に役⽴てます。  
4-4 ■G4-4-1 市町⺠の健康増進のためグリーンインフラを活⽤します。  
4-5 ■G4-5-1 生物多様性を活かしたグリーンインフラを整備し、5 市 1 町の

原風景の維持、回復に努めます。 
■G4-5-2 景観形成基準等と整合性の取れた緑化基準を策定します。 

4-6 ■G4-6-1 エコロジカルネットワーク整備の⽅向性を明確にします。 
 

■G4-6-2 5 市 1 町の生きものの生息、生育、移動を保証し、生物多様性保全を進め
るエコロジカルネットワークの形成を推進します。 

5-1 ■G5-1-1 さまざまな人たちに生物多様性の理解を広め主流化を図ります。 
5-2 ■G5-2-1 生物多様性の理解が進むよう、さまざまな世代の人たちの環境学習を推進します。 
5-3 ■G5-3-1 生物多様性の学習を進める環境学習プログラムを開発し、普及します。 
5-4 ■G5-4-1 人材育成、体験活動のできる野外学習施設を整備します。 
5-5 ■G5-5-1 学校や地域などで⾏われる食育に、食が作られる地域の環境の学習を取り⼊れます。 
6-1 ■G6-1-1 生物多様性情報を整備し、公表します。  
6-2 ■G6-2-1 5 市 1 町の生物多様性の維持、回復を実⾏するため、実⾏する資⾦と人材等の確保に努めます。 
6-3 ■G6-3-1 ガイドラインの内容が円滑に推進できるよう、多様な主体と連携します。 
6-4 ■G6-4-1 生物多様性を劣化させない⽅法や生物多様性を向上させるエコアップ活動を検討します。 
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行動メニューリスト（行動のねらい、行動目標、行動事例） 

１．生きものを大切にする 

⾏動のねらい 1-1 開発による生きものの減少防止 愛知目標１２に対応 
⾏動目標 G1-1-1 開発にあたり生きものの生息に配慮します。 

 ⾏動事例 A1-1-1-1 ミティゲーション 

 ⾏動事例 A1-1-1-2 チェックリスト 

⾏動のねらい 1-2 河川整備による生きものの減少防止 愛知目標１２に対応 
⾏動目標 G1-2-1 河川整備にあたり生きものの生息に配慮します。 

 ⾏動事例 A1-2-1-1 多自然川づくりの推進 

⾏動のねらい 1-3 水路整備による生きものの減少防止 愛知目標１２に対応 
⾏動目標 G1-3-1 水路整備にあたり生きものの生息に配慮します。 

 ⾏動事例 A1-3-1-1 ⼟水路の維持 

 ⾏動事例 A1-3-1-2 生物多様性に配慮した水路の構造 

 ⾏動事例 A1-3-1-3 水路⿂道の設置と維持 

⾏動のねらい 1-4 生きものの回復 愛知目標１２に対応 
⾏動目標 G1-4-1 地域で減少が著しく、又は地域絶滅した種の回復を図ります。 

 ⾏動事例 A1-4-1-1 希少動植物の回復 

 ⾏動事例 A1-4-1-2 地域の生きもの回復プロジェクト 

⾏動のねらい 1-5 地域の伝統的な作物の維持 愛知目標１３に対応 
⾏動目標 G1-5-1 地域で減少が⼼配される種や地域絶滅した種の回復を図ります。 

 ⾏動事例 A1-5-1-1 伝統的な農産物の維持 

 

２．生息環境の維持と回復を図る 

⾏動のねらい 2-1 生物多様性等を育む農地の維持と回復 愛知目標７に対応 
⾏動目標 G2-1-1 生物多様性保全を含めた農業振興を進めます。 

 ⾏動事例 A2-1-1-1 環境保全型農業直接支援制度の推進 

 ⾏動事例 A2-1-1-2 有機農業の支援 

 ⾏動事例 A2-1-1-3 埼玉県エコ農業の推進 

 ⾏動事例 A2-1-1-4 エコ農業の推進 

 ⾏動事例 A2-1-1-5 有機農産物の支援 

 ⾏動事例 A2-1-1-6 埼玉県エコ農業の農産物の支援 

 ⾏動事例 A2-1-1-7 エコ農業の支援 

⾏動目標 G2-1-2 生物多様性を育む農地保全を含めた農業振興を進めます。 

 ⾏動事例 A2-1-2-1 営農上の技術向上支援 

 ⾏動事例 A2-1-2-2 地産地消 

 ⾏動事例 A2-1-2-3 産地形成に向けた５市 1 町の連携強化 

４ 
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⾏動目標 G2-1-3 
 
耕作放棄地（遊休農地）の発生予防に努めます。 

 ⾏動事例 A2-1-3-1 全農地の調査、点検 

 ⾏動事例 A2-1-3-2 耕作放棄地（遊休農地）の発生対策 

 ⾏動事例 A2-1-3-3 農地利⽤集積円滑化事業の推進 

 ⾏動事例 A2-1-3-4 人・農地プランの推進 

 ⾏動事例 A2-1-3-5 農地中間管理事業の促進 

⾏動目標 G2-1-4 農地の再生を進め多⾯的機能を回復します。 

 ⾏動事例 A2-1-4-1 遊休農地の再生 

 ⾏動事例 A2-1-4-2 荒廃農地の再生 

⾏動目標 G2-1-5 生物多様性に配慮した基盤整備を進めます。 

 ⾏動事例 A2-1-5-1 生物多様性に配慮した農業基盤整備 

 ⾏動事例 A2-1-5-2 生物多様性に配慮した農業水路の整備 

⾏動目標 G2-1-6 多様な主体による農業地域の環境保全活動を推進します。 

 ⾏動事例 A2-1-6-1 多⾯的機能直接支払交付⾦制度の活⽤ 

 ⾏動事例 A2-1-6-2 市町⺠などの参加による農地での環境保全活動の支援 

⾏動目標 G2-1-7 生物多様性等の多⾯的機能の維持、改善を進める新規就農者の育成・支援に取り組みます。 

 ⾏動事例 A2-1-7-1 新規就農者の育成・支援 

⾏動目標 G2-1-8 農地のあっせんや、請負組織の支援を⾏い、後継者難による耕作放棄地の解消に努めます。 

 ⾏動事例 A2-1-8-1 農地のあっせん 

 ⾏動事例 A2-1-8-2 請負組織の育成、支援 

⾏動目標 G2-1-9 生物多様性などまちづくりに必要な多⾯的機能を有する農地保全の普及啓発を進めます。 

 ⾏動事例 A2-1-9-1 農地保全のＰＲ 

 ⾏動事例 A2-1-9-2 農地保全ボランティアの育成、支援 

⾏動のねらい 2-2 生きものに配慮した河川管理 愛知目標５、１２に対応 
⾏動目標 G2-2-1 河川管理は、生きものの生息環境の維持と回復に配慮します。 

 ⾏動事例 A2-2-1-1 生きものに配慮した河川管理 

 ⾏動事例 A2-2-1-2 占有地における生物多様性の配慮 

 ⾏動事例 A2-2-1-3 計画的な草刈り 

 ⾏動事例 A2-2-1-4 草刈りの励⾏ 

 ⾏動事例 A2-2-1-5 情報の共有化 

⾏動のねらい 2-3 生きものに配慮した調節池等の管理 愛知目標５、１２に対応 
⾏動目標 G2-3-1 調節池や調整池の管理は、生きものに配慮して実施します。 

 ⾏動事例 A2-3-1-1 生きものに配慮した調節池等の管理 

 ⾏動事例 A2-3-1-2 環境情報の把握 

 ⾏動事例 A2-3-1-3 管理⽅法の検討 

⾏動のねらい 2-4 生きものに配慮した水路の管理 愛知目標５、１２に対応 
⾏動目標 G2-4-1 水路の管理は、生きものの生息環境の維持と回復に配慮して実施します。 

 ⾏動事例 A2-4-1-1 生きものに配慮した水路の管理 
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⾏動のねらい 2-5 樹林地・樹木の維持、管理 愛知目標５、１２に対応 
⾏動目標 G2-5-1 法令、制度に基づき、保全管理を支援します。 

 ⾏動事例 A2-5-1-1 都市緑地法に基づく保全管理 

⾏動目標 G2-5-2 保全管理にあたり、財政的な支援を⾏います。 

 ⾏動事例 A2-5-2-1 緑の基⾦に基づく保全管理 

 ⾏動事例 A2-5-2-2 保存樹木、保存林制度に基づく保全管理 

 ⾏動事例 A2-5-2-3 生垣設置奨励⾦に基づく保全管理 

 ⾏動事例 A2-5-2-4 税⾦の減免措置 

⾏動目標 G2-5-3 ⽇常的な管理への情報提供などを⾏います。 

 ⾏動事例 A2-5-3-1 ⼯業団地、流通団地の樹林地の保全管理 

 ⾏動事例 A2-5-3-2 住宅団地の樹林地の保全管理 

⾏動目標 G2-5-4 樹林地・樹木の所有者及び近隣の⽅々に樹林地・樹木保全の理解を深めます。 

 ⾏動事例 A2-5-4-1 樹林地・樹木の⼤切さの普及・啓発 

⾏動のねらい 2-6 緑の質的向上 愛知目標５に対応 
⾏動目標 G2-6-1 

 
都市公園における生物多様性の維持、回復を推進します。 

 ⾏動事例 A2-6-1-1 公園レイアウトの改善 

⾏動目標 G2-6-2 公共施設における生物多様性に配慮した緑化を推進します。 

 ⾏動事例 A2-6-2-1 生物多様性に配慮した公共施設の緑化推進 

 ⾏動事例 A2-6-2-2 生物多様性に配慮した公園管理 

⾏動のねらい 2-7 ビオトープ 愛知目標５、１２に対応 
⾏動目標 G2-7-1 ビオトープの整備事業を推進します。 

 ⾏動事例 A2-7-1-1 公共施設内へのビオトープの整備 

 ⾏動事例 A2-7-1-2 事業所、⺠有地内へのビオトープ整備の推奨 

⾏動のねらい 2-8 侵略的外来種の対策 愛知目標９に対応 
⾏動目標 G2-8-1 在来の生きものの減少を防ぐため、侵略的外来種を抑制します。 

 ⾏動事例 A2-8-1-1 侵略的外来生物の状況把握 

 ⾏動事例 A2-8-1-2 特定外来来生物の駆除 

 ⾏動事例 A2-8-1-3 外来来生物のＰＲ 

⾏動のねらい 2-9 水系の水質改善 愛知目標８、１２に対応 
⾏動目標 G2-9-1 農業⽤水路への家庭、事業所の排水流⼊を防止します。 

 ⾏動事例 A2-9-1-1 ⽤水路と排水路の分離 

 ⾏動事例 A2-9-1-2 浄化⽤水の導⼊ 

 ⾏動事例 A2-9-1-3 公共下水道の整備 

⾏動目標 G2-9-2 事業所や家庭等からの排水により生きものの減少を防ぐため排水対策を促進します。 

 ⾏動事例 A2-9-2-1 事業所の排水対策 

 ⾏動事例 A2-9-2-2 事業所の水質汚濁物質排出削減 

 ⾏動事例 A2-9-2-3 合併処理浄化槽の支援 

 ⾏動事例 A2-9-2-4 生活排水対策 

⾏動目標 G2-9-3 ほ場から農薬、化学肥料、泥⼟が水路、河川に流出することによる生きものの減少防止を進め
ます。 
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 ⾏動事例 A2-9-3-1 農薬、化学肥料散布後の水管理 

 ⾏動事例 A2-9-3-2 畦畔や排水⼝からの意図しない流出の防止 

 ⾏動事例 A2-9-3-3 埼玉スマートＧＡＰの推奨 

⾏動のねらい 2-10 薬剤によらない病害⾍・雑草管理 愛知目標 7、8、12 に対応 
⾏動目標 G2-10-1 薬剤によらない防除の推進を図ります。 

 ⾏動事例 A2-10-1-1 学校、公園緑地等における薬剤散布によらない防除の推進 

 ⾏動事例 A2-10-1-2 農業・農地における薬剤散布によらない防除の推進 

 ⾏動事例 A2-10-1-3 総合的病害⾍・雑草防除対策（ＩＰＭ）の推進 

 

３．生きものが暮らす環境を守る 

⾏動のねらい 3-1 農地の保全 愛知目標 2、5、11、12 に対応 
⾏動目標 G3-1-1 農地保全の⽅向性を明確にします。 

 ⾏動事例 A3-1-1-1 まちづくり計画への位置づけ 

⾏動事例 A3-1-1-2 都市農業振興基本法の活⽤ 

⾏動目標 G3-1-2 農地法、都市計画法などの法令に基づく農地保全に努めます。 

 ⾏動事例 A3-1-2-1 法令の遵守 

⾏動事例 A3-1-2-2 農地保全に関する法令のＰＲ 

⾏動事例 A3-1-2-3 法令違反の防止 

⾏動目標 G3-1-3 市街化調整区域の農地転⽤許可申請には法令に基づき厳正に対応します。 

 ⾏動事例 A3-1-3-1 農地転⽤許可申請への厳正な対応 

⾏動目標 G3-1-4 
 
市街化調整区域の開発許可申請には法令に基づき厳正に対応します。 

 ⾏動事例 A3-1-4-1 開発許可申請への厳正な対応 

 ⾏動事例 A3-1-4-2 関係法令の厳守 

⾏動目標 G3-1-5 農地転⽤許可に関する実態調査を⾏い必要な措置を実施します。 

 ⾏動事例 A3-1-5-1 農地転⽤許可関連の調査の実施 

⾏動目標 G3-1-6 開発許可に関する実態調査を⾏い必要な措置を実施します。 

 ⾏動事例 A3-1-6-1 開発許可関連の調査の実施 

⾏動のねらい 3-2 樹林地・樹木の保全 愛知目標 2、5、11、12 に対応 
⾏動目標 G3-2-1 樹林地保全の⽅向性を明確にします。 

 ⾏動事例 A3-2-1-1 まちづくり計画への位置づけ 

⾏動目標 G3-2-2 樹林地の法的保全に努めます。 

 ⾏動事例 A3-2-2-1 都市緑地法に基づく保全 

⾏動事例 A3-2-2-2 樹木保存法に基づく保全 

⾏動目標 G3-2-3 樹林地の買い取りによる公有地化に努めます。 

 ⾏動事例 A3-2-3-1 樹林地の公有地化 

⾏動事例 A3-2-3-2 樹林地の借地管理 

⾏動のねらい 3-3 生物多様性に正負の影響を与える施策の確認と実施 愛知目標３に対応 
⾏動目標 G3-3-1 ５市 1 町の生物多様性を推進する施策を検討して策定し実施します。 
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 ⾏動事例 A3-3-1-1 生物多様性にプラスになる奨励措置の実施 

⾏動目標 G3-3-2 ５市 1 町の生物多様性を損なう施策を確認し改善します。 

 ⾏動事例 A3-3-2-1 生物多様性を損なう制度の整理、確認 

 

４．グリーンインフラの整備と活用を図る 

⾏動のねらい 4-1 グリーンインフラの整備、改善 愛知目標 2、5、12、14 に対応 
⾏動目標 G4-1-1 新たにグリーンインフラを整備します。 

 ⾏動事例 A4-1-1-1 まちづくり計画への位置づけ 

⾏動目標 G4-1-2 既存のインフラをグリーン化します。 

 ⾏動事例 A4-1-2-1 インフラのグリーン化 

⾏動目標 G4-1-3 既存のグリーンインフラの質的向上を図ります。 

 ⾏動事例 A4-1-3-1 グリーンインフラの質的向上 

⾏動のねらい 4-2 地球温暖化防止 愛知目標２、１５に対応 
⾏動目標 G4-2-1 樹木を増やし、地球温暖化防止を推進します。 

 ⾏動事例 A4-2-1-1 まちづくり計画への位置づけ 

⾏動のねらい 4-3 防災・減災 愛知目標２、１４に対応 
⾏動目標 G4-3-1 グリーンインフラを防災・減災に役⽴てます。 

 ⾏動事例 A4-3-1-1 まちづくり計画への位置づけ 

 ⾏動事例 A4-3-1-2 防火対策 

 ⾏動事例 A4-3-1-3 総合治水対策の推進 

 ⾏動事例 A4-3-1-4 水田の洪水調整機能の強化 

 ⾏動事例 A4-3-1-5 雨水対策の推進 

⾏動のねらい 4-4 健康増進 愛知目標２、１４に対応 
⾏動目標 G4-4-1 市町⺠の健康増進のためグリーンインフラを活⽤します。 

 ⾏動事例 A4-4-1-1 まちづくり計画への位置づけ 

⾏動のねらい 4-5 景観形成 愛知目標２、１１に対応 
⾏動目標 G4-5-1 生物多様性を活かしたグリーンインフラを整備し、5 市 1 町の原風景の維持、回復に努めます。 

 ⾏動事例 A4-5-1-1 まちづくり計画への位置づけ 

 ⾏動事例 A4-5-1-2 5 市 1 町の原風景の再生 

⾏動目標 G4-5-2 景観形成基準等と整合性の取れた緑化基準を策定します。 

 ⾏動事例 A4-5-2-1 統合化した緑化基準の策定 

 ⾏動事例 A4-5-2-2 緑化の推進 

⾏動のねらい 4-6 エコロジカルネットワーク 愛知目標 2、5、12 に対応 
⾏動目標 G4-6-1 

 
エコロジカルネットワーク整備の⽅向性を明確にします。 

 ⾏動事例 A4-6-1-1 まちづくり計画への位置づけ 

⾏動目標 G4-6-2 5 市 1 町の生きものの生息、生育、移動を保証し、生物多様性保全を進めるエコロジカルネッ
トワークの形成を推進します。 

 ⾏動事例 A4-6-2-1 生きものの生息・生育環境の改善 

 ⾏動事例 A4-6-2-2 生きものが生息できる公園やビオトープなどの整備 
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５．生物多様性の主流化を図る 

⾏動のねらい 5-1 生物多様性の普及と支援 愛知目標１、４に対応 
⾏動目標 G5-1-1 さまざまな人たちに生物多様性の理解を広め主流化を図ります。 

 ⾏動事例 A5-1-1-1 生物多様性の普及 

 ⾏動事例 A5-1-1-2 ISO14000 シリーズの取得奨励、改善支援 

 ⾏動事例 A5-1-1-3 エコ事業所の育成・普及 

⾏動のねらい 5-2 環境学習の推進 愛知目標１に対応 
⾏動目標 G5-2-1 生物多様性の理解が進むよう、さまざまな世代の人たちの環境学習を推進します。 

 ⾏動事例 A5-2-1-1 子どもたちの環境学習の推進 

 ⾏動事例 A5-2-1-2 地域の環境学習の推進 

 ⾏動事例 A5-2-1-3 環境教育の実施体制の充実 

 ⾏動事例 A5-2-1-4 事業所による活動の支援 

 ⾏動事例 A5-2-1-5 ⺠間団体による活動への支援 

⾏動のねらい 5-3 環境学習プログラムの開発 愛知目標１に対応 
⾏動目標 G5-3-1 生物多様性の学習を進める環境学習プログラムを開発し、普及します。 

 ⾏動事例 A5-3-1-1 環境学習プログラムの開発・普及 

⾏動のねらい 5-4 野外学習施設の整備 愛知目標１に対応 
⾏動目標 G5-4-1 人材育成、体験活動のできる野外学習施設を整備します。 

 ⾏動事例 A5-4-1-1 野外学習施設の整備 

 ⾏動事例 A5-4-1-2 学校内の生きもの環境の改善 

 ⾏動事例 A5-4-1-3 学校ビオトープ 

⾏動のねらい 5-5 食育の活用 愛知目標１に対応 
⾏動目標 G5-5-1 学校や地域などで⾏われる食育に、食が作られる地域の環境の学習を取り⼊れます。 

 ⾏動事例 A5-5-1-1 食育の活⽤ 

 

６．実施の強化を図る 

⾏動のねらい 6-1 情報の収集と提供 愛知目標１９に対応 
⾏動目標 G6-1-1 生物多様性情報を整備し、公表します。 

 ⾏動事例 A6-1-1-1 実態調査の実施 

 ⾏動事例 A6-1-1-2 市町⺠参加の生きもの調査 

 ⾏動事例 A6-1-1-3 生物多様性情報の公表 

 ⾏動事例 A6-1-1-4 生物多様性に配慮した製品、サービスの情報提供 

  

 ⾏動事例 A4-6-2-3 生きものの移動経路の整備 

 ⾏動事例 A4-6-2-4 生きもののためのバリアフリー化の推進 

 ⾏動事例 A4-6-2-5 鳥類などの生息拠点の確保 
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⾏動のねらい 6-2 資金と人材の確保 愛知目標２０に対応 
⾏動目標 G6-2-1 5 市 1 町の生物多様性の維持、回復を実⾏するため、実⾏する資⾦と人材等の確保に努めます。 

 ⾏動事例 A6-2-1-1 予算の確保 

 ⾏動事例 A6-2-1-2 人材の確保 

⾏動のねらい 6-3 連携とネットワーク 愛知目標１に対応 
⾏動目標 G6-3-1 ガイドラインの内容が円滑に推進できるよう、多様な主体と連携します。 

 ⾏動事例 A6-3-1-1 環境保全活動団体との連携 

⾏動のねらい 6-4 生物多様性の向上 愛知目標１９に対応 
⾏動目標 G6-4-1 生物多様性を劣化させない⽅法や生物多様性を向上させるエコアップ活動を検討します。 

 ⾏動事例 A6-4-1-1 エコアップの検討 

 

＊用語解説＊ 

エコロジカルネットワーク： 
分断された生きものの生育・生息環境を相互に連結することにより、生態系の回復や
生物多様性の保全を図ること。 

ビオトープ： 
「生物」を意味する「bio」と「場所」を意味する「topos」の合成語で、「あるまと
まりをもった生きものの生息・生育空間」を表す。動植物が生きていける環境として
の一定の範囲を示す。 

グリーンインフラ： 
自然が持つ多様な機能を賢く活用することで、持続可能な社会と経済の発展に寄与す
るインフラや土地利用計画 

ミティゲーション： 
開発事業等による自然環境に対する影響など、人間の活動によって発生する自然環境
への影響を緩和、又は補償する全ての措置の行為。①回避②最小化③修正・修復④軽
減⑤代償の 5段階がある。 

総合的病害虫・雑草防除対策（ＩＰＭ）： 
病害虫や雑草の防除に関し、様々な防除対策（生物的防除、化学的防除、耕種的防除、
物理的防除等）を矛盾無く組み合わせて行うことで薬剤偏重による環境への悪影響を
低減すると共に、より効果的な防除を目的とした手法。 

エコアップ： 
生物多様性の向上のために環境を改善したり、多様な生物が生息・生育する環境を能
動的に整備・創出する試みのこと。 
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実
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性
の
確
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関連する計画への反映 

 

 

・ガイドラインの内容が、各市町の総合振興計画や総合計画、都市計画マスタープラン

に位置づけられるとともに、関係する計画に選択した行動メニューが組み入れられる

ことで実効性が確保されます。各計画の改定時などに関連計画への反映を検討しま

す。ガイドラインの内容を反映しようとする既存の関連計画内に、すでに同一内容の

記載がある場合は、重複しないようにします。 

・ガイドラインの内容を、各市町の諸計画に反映するにあたり、各市町は、Ａタイプ又

はＢタイプを選択します。 

Ａタイプ：既存の関連諸計画に必要とされるガイドラインの内容を組み入れます。 

Ｂタイプ：環境基本計画等の生物多様性保全の施策をより推進する場合は、新たに 

生物多様性地域戦略を策定し必要とされるガイドラインの内容を組み入

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 

実効性の確保 04 

愛知目標 17 に対応 

 

 

● ● ● 

 

 

 

総合振興計画, 

総合計画 

 

 

生物多様性 

地域戦略 

 

 

農業関連計画 

 

 

環境基本計画, 

環境管理計画 

Ａタイプ 

Ｂタイプ 
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多様な主体の参画 

 

・ガイドラインの内容を実行するためには、さまざまな主体が、それぞれの管理範囲に

おいて、ガイドラインの内容を実施します。行政内では、該当する部署が、担当する

計画を実施するほか、業務に関係する事業所、市町民などへの情報提供、支援、指導

を行います。 

 

関係部門 ⾏政内の部署 関係する主な主体 

都市計画関係   

開発指導関係   

農業関係   

環境関係   

公園関係   

管理関係   

教育関係   

文化関係   

治水関係   

防災関係   

 

 

  

２ 

愛知目標 17 に対応 

開発指導部署 開発申請者 市町⺠ 

環境部署 役所内部署 事業所 市⺠団体 市町⺠ 

地域コミュニティ組織 

管理部署 街路樹管理者 樹木管理者 市町⺠ 

教育部署 学校 児童館 子どもたち 市町⺠ 

河川部署 河川管理者 市町⺠ 

公園部署 緑の基本計画関係者 公園管理者 緑道管理者 市町⺠ 

文化部署 文化財管理者 市町⺠ 保存樹木管理者 社寺林管理者 

防災部署 農業者 市町⺠ 公園管理者 

都市計画部署 市町⺠ 景観計画関係者 開発事業者 

農業部署 農転申請者 農業者 農業団体 

多⾯的組織 

水路管理者 漁業団体 

消費者団体 市⺠団体 市町⺠ 

20 



 

 

04
実
効
性
の
確
保
 

生物多様性の維持、向上に関する知見の確保 

 

 

・ガイドラインの内容を実行するには、さまざまな主体の参画が必要です。特に行政内

では、従来の施策分野と異なる部門との関わりが生じることになるので、既知の知見

であっても、新たな水平展開が必要です。より良い実施結果のため、新たな知見の獲

得とともに、関連分野への知見の展開を進めます。 

 

 

 

  

愛知目標 19 に対応 

教育部門 

環境部門 

農業部門 

 

関連部門 土木部門 

公園部門 

外部情報 
計画部門 

開発指導部門 

３ 
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進行管理の手法 

 

 

 

進行管理体制 

ガイドラインの内容を実行するには、各市町が関連諸計画に選択した行動メニュー

を組み入れ、予算計上されて担当部署が取組むことを基本とします。それぞれの行

動メニューの進捗管理は、各市町において、まちづくりや都市計画、環境関連計画

などの進行管理を行う庁内会議を活用して、実施します。 

 

 

5市1町での連携 

進行管理体制により把握された各種行動メニューの進捗状況等については、５市１

町で情報共有を図ります。また、単独での実施が難しい施策について、連携・協力

して実施したり、他市町の先進事例について各市町のイベント等で発表して広域で

情報共有したりすることも検討します。 

さらに、各市町のまちづくりの将来像や生物多様性国家戦略の状況などを踏まえて、

必要が生じたときには、５市１町で改めてガイドラインの見直しをすることも考え

られます。 
 

 

４ 
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 参考 

 

愛知目標とは、2010（平成 22）年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10

回締約国会議（CBD-COP10）に於いて合意された、生物多様性保全の為の世界共通の目標

と行動計画である。 

これは、地球規模、国家規模、地域規模で、多様な立場の人々（国連、国際機関、政府・

自治体・科学者・NPO・ユース・住民・農家・林業家・漁師など）がそれぞれの立場で、生

物多様性・自然の恵みを守り・向上させ、賢明に利用し、公正に利益を分かち合うための行

動を分かりやすく20に単純化し、2020（平成32）年までの目標としてまとめたものである。 

国連では「2011～2020 年」を「国連生物多様性の 10 年」と宣言し、あらゆる人々に、

その達成を呼びかけている。 

参考HP：http://bd20.jp/know-aichi-target/ 

戦略目標Ａ 根本的要因への取り組み 

 
目 標 １ 
普及啓発 

みんなが、生物多様性は⼤切なんだと知ろう。その気持ちをもって、⾏動
しよう。 
遅くとも 2020 年までに、生物多様性の価値及びそれを保全し持続可能に利⽤するために取り得
る⾏動を、人々が認識する。 

 

目 標 ２ 
各種計画 
へ の 

組み込み 

国や地⽅は、生物多様性を⼤切にする計画を⽴てよう。 
遅くとも 2020 年までに、生物多様性の価値が、国と地⽅の開発及び貧困削減のための戦略や計
画プロセスに統合され、適切な場合には国家勘定や報告制度に組み込まれている。 

 

目 標 ３ 
補助⾦・
奨励措置 

生物多様性に悪い制度はやめよう。やめさせよう。いい制度をすすめよう。 
遅くとも 2020 年までに、条約その他の国際的義務に整合し調和するかたちで、国内の社会経済
状況を考慮しつつ、負の影響を最小化又は回避するために、補助⾦を含む生物多様性に有害な奨
励措置が廃止され、あるいは段階的に廃止され、又は改革され、また、生物多様性の保全及び持
続可能な利⽤のための正の奨励措置が策定され、適⽤される。 

 

目 標 ４ 
生 産 と 
消 費 

環境に無理をさせず続けられる生産と消費を⾏おう。 
遅くとも 2020 年までに、政府、ビジネス及びあらゆるレベルの関係者が、持続可能な生産及び
消費のための計画を達成するための⾏動を⾏い、又はそのための計画を実施しており、また自然
資源の利⽤の影響を生態学的限界の⼗分安全な範囲内に抑える。 

戦略目標Ｂ 直接的要因への取り組み 

 

目 標 ５ 
生息地の
破 壊 

森など、生き物が暮らす場所が失われるスピードを半分まで抑えよう。 
ゼロを目指そう。 
2020 年までに、森林を含む自然生息地の損失の速度が少なくとも半減、また可能な場合にはゼ
ロに近づき、また、それらの生息地の劣化と分断が顕著に減少する。 

 
目 標 ６ 
過剰漁獲 

⿂や⾙など水産資源は、これからも無理なく続けられるように漁獲 
しよう。 
2020 年までに、すべての⿂類と無脊椎動物の資源及び水生植物が持続的かつ法律に沿ってかつ
生態系を基盤とするアプローチを適⽤して管理、収穫され、それによって過剰漁獲を避け、枯渇
したすべての種に対して回復計画や対策が実施され、絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の
深刻な影響をなくし、資源、種、生態系への漁業の影響を生態学的に安全な範囲内に抑えられる。 

 

目 標 ７ 
農 業 ・ 
林 業 ・ 
養 殖 業 

農業・養殖業・林業が⾏われる地域を、⻑く無理なく活動できるよう管理
しよう。 
2020 年までに、農業、養殖業、林業が⾏われる地域が、生物多様性の保全を確保するよう持続
的に管理される。 

 
目 標 ８ 
化学汚染 

化学物質・肥料・農薬は、生物多様性に有害でない範囲まで抑えよう。 
2020 年までに、過剰栄養などによる汚染が、生態系機能と生物多様性に有害とならない水準ま
で抑えられる。 

参考
資料 愛知目標 
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目 標 9 
外 来 種 

環境に害をあたえる外来種が増えるのを防ごう。入ってこないように 
しよう。 
2020 年までに、侵略的外来種及びその侵⼊経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い
種が制御又は根絶される。また、侵略的外来種の導⼊又は定着を防止するために、侵⼊経路を管
理するための対策が講じられる。 

 

目標１０ 
脆 弱 な 
生態系の
保 護 

サンゴ礁など、環境の変化に特に弱い生態系を守ろう。 
2015 年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ礁その他の脆弱な生態系に
ついて、その生態系を悪化させる複合的な人為的圧⼒が最小化され、その健全性と機能が維持さ
れる。 

戦略目標Ｃ 状況の維持改善 

 
目標１１ 
保護地域 

陸地の 17％、海の 10％は、なにがあっても守る場所に決めよう。 
2020 年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の 17％、また沿岸域及び海域の 10％、特に、生
物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代
表的な良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする⼿段を通じて保
全され、また、より広域の陸上景観や海洋景観に統合される。 

 
目標１２ 
種の保全 

絶滅危惧種を絶滅から防ぎ、ふつうの種に戻していこう。 
2020 年までに、既知の絶滅危惧種の絶滅が防止され、また、それらのうち、特に最も減少して
いる種に対する保全状況の改善が達成、維持される。 

 

目標１３ 
遺 伝 的 
多 様 性 

一つの種のなかでも、多様さを⼤事にしよう。 
2020 年までに、社会経済的、文化的に貴重な種を含む作物、家畜及びその野生近縁種の遺伝子
の多様性が維持され、また、その遺伝資源の流出を最小化し、遺伝子の多様性を保護するための
戦略が策定され、実施される。 

戦略目標Ｄ 自然の恵みの強化 

 

目標１４ 
生 態 系 
サービス 

生態系を守り、自然の恵みが子どもや貧しい人々にも届くようにしよう。 
2020 年までに、生態系が水に関連するものを含む不可⽋なサービスを提供し、人の健康、生活、
福利に貢献し、回復及び保護され、その際には⼥性、先住⺠、地域社会、貧困層及び弱者のニー
ズが考慮される。 

 

目標１５ 
復 元 と 
気候変動
対 策 

傷ついた生態系を、15％以上回復させよう。それによって気候変動や、砂
漠化の問題に貢献しよう。 
2020 年までに、劣化した生態系の少なくとも 15％以上の回復を含む生態系の保全と回復を通じ、
生態系の回復能⼒及び⼆酸化炭素の貯蔵に対する生物多様性の貢献が強化され、それが気候変動
の緩和と適応及び砂漠化対処に貢献する。 

 
目標１６ 
Ａ Ｂ Ｓ 

生物多様性から得られる利益は、国や地域を超えて公正に分配しよう。 
2015 年までに、遺伝資源の取得の機会（アクセス）及びその利⽤から生ずる利益の公正かつ衡
平な配分に関する名古屋議定書が、国内法制度に従って施⾏され、運⽤される。 

戦略目標Ｅ 実施の強化 

 

目標１７ 
効果的・
参 加 型 
戦 略 

みんなで参加しながら作戦を⽴て、みんなで実現しよう。 
2015 年までに、各締約国が、効果的で、参加型の改定生物多様性国家戦略及び⾏動計画を策定
し、政策⼿段として採⽤し、実施している。 

 

目標１８ 
伝 統 的 
知 識 

生き物や自然にまつわる伝統的な知識を⼤切にしよう。 
2020 年までに、生物多様性の保全及び持続可能な利⽤に関連する先住⺠の社会及び地域社会の
伝統的な知識、⼯夫、慣⾏及びこれらの社会の生物資源の利⽤慣⾏が、国内法制度及び関連する
国際的義務に従って尊重され、これらの社会の完全かつ効果的な参加のもとに、あらゆる関連す
るレベルにおいて、条約の実施に完全に組み⼊れられ、反映される。 

 

目標１９ 
知識・技
術の向上
と 普 及 

生物多様性に役⽴つ知識や技術を豊かにしていこう。 
2020 年までに、生物多様性、その価値や機能、その現状や傾向、その損失の結果に関連する知
識、科学的基盤及び技術が向上し、広く共有され、移転され、適⽤される。 

 

目標２０ 
人 材 ・ 
資 ⾦ 

活動を⽀えるために⼤切な人材と資⾦を、協⼒を集め増やしていこう。 
遅くとも 2020 年までに、戦略計画 2011〜2020 の効果的な実施に向けて、あらゆる資⾦源から
の、また資源動員戦略において統合、合意されたプロセスに基づく資⾦動員が、現在のレベルか
ら顕著に増加すべきである。この目標は、締約国により策定、報告される資源のニーズアセスメ
ントによって変更される可能性がある。 
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埼玉県東南部都市連絡調整会議 
自然資源専門部会 

 
 

 

草加市 市民生活部環境課 
〒340-8550 埼玉県草加市高砂一丁目1番1号 
E-mail kankyoka@city.soka.saitama.jp 
http://www.city.soka.saitama.jp/ 

TEL 048-922-1519 
FAX 048-922-1030 

越谷市 環境経済部環境政策課 
〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 
E-mail 10085100@city.koshigaya.saitama.jp 
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/ 

TEL 048-963-9183 
FAX 048-963-9175 

八潮市 生活安全部環境リサイクル課 
〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1 
E-mail kankyo@city.yashio.lg.jp 
http://www.city.yashio.lg.jp/ 

TEL 048-996-2935 
FAX 048-995-7367 

三郷市 環境安全部クリーンライフ課 
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1 
E-mail kankyou@city.misato.lg.jp 
http://www.city.misato.lg.jp/ 

TEL 048-930-7715 
FAX 048-953-7115 

吉川市 市民生活部環境課 
〒342-8501 埼玉県吉川市吉川二丁目1番地1 
E-mail kankyou2@city.yoshikawa.saitama.jp 
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/ 

TEL 048-982-9698 
FAX 048-981-5392 

松伏町 環境経済課 
〒343-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地 
E-mail kankyou@town.matsubushi.lg.jp 
http://www.town.matsubushi.lg.jp/ 

TEL 048-991-1853 
FAX 048-991-7681 
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