
「緑の基本計画」の優良事例４０選の選定について 

 

１．趣旨、目的 

 緑の基本計画（以下、「計画」という。）については、平成６年の都市緑地保

全法改正により制度化され、平成２４年３月３１日現在６５０の市町村（東京

特別区含む）で策定済みとなっている。計画を策定した各市町村においては、

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する施策や取組が計画に基づき総

合的に展開されている。 

昨今、地球温暖化をはじめとする環境問題や少子・高齢化といった社会情勢

の変化等を踏まえた緑のあり方への対応が求められる中で、今後、集約型都市

構造化をはじめとする都市の低炭素化や、都市の生物多様性の確保など観点か

ら計画内容の一層の充実を図っていくことが期待されている。 

 また、近年、都市行政においても地方分権が進み、まちづくりにおける市町

村の役割が高まってきていることから、全国の優良事例等に関する情報を市町

村に対し提供することなどを通じ、情報の共有化を図ることで、それぞれのま

ちづくりに役立てていくことが望まれている。 

 このような背景を受け、緑の基本計画において、最近 10 年間に新たに策定さ

れた計画及び社会情勢の変化等を踏まえた改定がなされた計画のうち、公表さ

れている計画について、内容や策定プロセス等の優れている計画の情報を各市

町村に提供し、情報の共有化を図ることを通じ、今後の計画の策定や改定にあ

たっての参考としていただくことを目的とする。 
 

 

２．緑の基本計画評価委員会及び幹事会 

緑の基本計画の優良事例を評価・選定するため、以下の委員により構成され

る緑の基本計画評価委員会（以下、評価委員会）及び幹事会を設置。平成２５

年２月に第１回委員会を、平成２５年３月に幹事会及び第２回委員会を開催。 

 

○緑の基本計画評価委員会 委員名簿 

委員長 増田 昇  大阪府立大学大学院教授 

委 員 （五十音順 敬称略） 

池邊 このみ 千葉大学大学院教授 

石川 幹子 東京大学大学院教授 

越澤 明  北海道大学大学院教授 

横張 真  東京大学大学院教授 

※各委員の所属は委員会開催時のもの 



○緑の基本計画評価委員会 幹事会 幹事名簿 

幹 事 （五十音順 敬称略） 

雨宮 護  東京大学空間情報科学研究センター助教 

木下 剛  千葉大学大学院准教授 

篠沢 健太 工学院大学准教授 

寺田 徹  東京大学大学院助教 

村上 暁信 筑波大学大学院准教授 

   ※幹事会には上記幹事の他、国土交通省の職員も参加 

 

３．優良事例の選定 

１）選定の対象 

○選定対象は、平成１４年４月から平成２４年３月末までに公表された緑の基

本計画（４０３計画）。 

○選定にあたっては、対象期間中に新規に策定された計画と、対象期間中に既

存の計画から改定された計画を区分して評価するとともに、都市規模等にも

考慮しつつ選定を実施 
 

 

２）選定の方法 

○主として、以下の観点から計画内容を評価することに加え、計画の実現状況

や策定プロセス等も含めて選定を実施。 

①「現況調査・課題整理」 

②「目標・方針」 

③「緑地の配置・施策」 

④「関連計画との整合」 

⑤「地域連携・庁内連携」 

⑥「わかりやすさ」 

⑦「特徴的な取組」 

 

２）選定の流れ 

（１）予備審査 

○対象となる計画について、幹事会において予備審査を実施。 

（２）本審査 

○幹事会による予備審査によって選定された計画について、評価委員会にお

いて本審査を実施。 

（３）選定結果 

○評価委員会による本審査の結果、最優良事例２２計画、優良事例１８計画

を選定。 



選定された最優良事例／優良事例の一覧
○最優良事例（２２計画）
都道府県 市町村 計画名 概要 リンクアドレス

北海道 釧路市 釧路市緑の基本計画

緑の現況図・課題図、緑の将来像、緑の配置方針図など、計画内容を
表す図面類が充実している。また、緑の現状、緑の解析・評価、緑の
機能別配置方針等に関する詳細なデータ等を掲載した資料編をとりま
とめている。

http://www.city.kushiro.lg.jp/shisei/shisaku/gyouseikeikaku/midori/0001.html

秋田県 秋田市 秋田市緑の基本計画

人口減少・高齢化、コンパクトなまちづくり等の社会経済状況を踏まえ
た目標設定がなされており、バリアフリー目標の設定や公園の再整備
などが特徴的である。また、みどりのパートナーや基金の創設など実
現のための体制の位置づけがなされている。

https://www.city.akita.lg.jp/shisei/machizukuri/1011486/1007157/1007345.html

栃木県 宇都宮市 第2次宇都宮市緑の基本計画

低炭素都市づくり、コンパクトシティ、生物多様性といった今日的課題
の認識がなされ、既存の緑の保全や身近な緑の創出等の施策の方
針に反映されている。また、緑視率・緑被率・緑地率毎の目標設定や
満足度の目標化など目標設定に工夫が見られるほか、施策の実施主
体を明確にしている。

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/machi/midori/1005691.html

千葉県 柏市 柏市緑の基本計画

計画の構成に工夫を凝らすとともに、将来像がわかりやすく表現され
ている。また、生物多様性などの課題を明記した上で、カーボンオフ
セットや緑の資源循環など、計画の実現のための様々な施策・実現手
法を位置づけている。

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/110600/p005628.html

千葉県 市原市 市原市緑の基本計画
山林や田園環境といった都市の後背地における緑に関する記述が豊
富であり、市域全体での緑のあり方を示している。また、施策全般に
わたり、国から市民まで実施主体の役割分担を明記している。

https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/kankoubutujyoho/keikaku/book_238.html

千葉県 流山市 流山市緑の基本計画

計画の実現に向けて「流山グリーンチェーン戦略」という緑の連鎖によ
る社会経済的価値の高いまちづくりに取り組むことを位置づけてい
る。また、市民検討会議を設け、市民が中心となったアイデア等が提
示されている。

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/1007116/1007469/1007490/1007491.html

東京都 港区 港区緑と水の総合計画

地形や湧水、ヒートアイランド現象や防災上の課題、区民アンケート調
査などに基づき、水と緑に関する明確な課題設定が行われている。ま
た、緑の将来像実現に向けた重点的取組として、多様な主体との協
働の仕組みづくりを位置づけるなど、現実的な取組を打ち出している。

http://www.city.minato.tokyo.jp/sougoukeikaku/kankyo-machi/toshikekaku/kekaku/midoritomizu.html

東京都 台東区 台東区緑の基本計画

人々の回遊性に着目し、玄関先で鉢植え植物を楽しむ地先園芸など
ヒューマンスケールでの緑の配置を重視している。また、コラムを設
け、緑に関する歴史的や昨今の話題を記載することで、緑に関する伝
統や文化的背景が理解しやすい計画となっている。

http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kankyo/kankyojyoho/kihonkeikaku/genkyo/kihonkeikaku.html

東京都 大田区 大田区緑の基本計画グリーンプランおおた

前計画の取組実績を踏まえた計画目標を設定するとともに、区域を６
地域に区分し、各地域別に詳細な緑のまちづくり方針が示されてい
る。また、計画推進に向け、今後５年間に優先的・重点的に実施する
施策別の年度計画を位置づけている。

http://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/ota_plan/kobetsu_plan/sumai_machinami/midori/greenplanoota.html

神奈川県 横浜市 横浜市水と緑の基本計画

これまでの水と緑に関する計画を統合し「水と緑の基本計画」として策
定している。市内を流れる河川の流域単位に「水と緑の回廊像」を示
すなど、独自の取組がなされている。また、水循環の再生・身近な生
物生息環境の創出など、環境に配慮した推進施策を位置づけてい
る。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/keikaku/mizumidori/

改訂版
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/keikaku/mizutomidori/

神奈川県 相模原市 相模原市水とみどりの基本計画

地域別計画を流域毎に４区分しているとともに、アクションプランとして
流域を細分化した水辺のふれあいプロジェクトを策定するなど、流域
を重視した計画となっている。合併に伴い新たに策定された計画であ
り、大都市の市街地から山間地までを網羅した計画となっている。

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/plan/1008151.html

神奈川県 鎌倉市 鎌倉市緑の基本計画

計画推進のために必要となる緑地保全施策について詳細な方針図を
提示するともに、新たに施策を講じる候補地を具体的に明示してい
る。また、市域全域を流域単位に区分し、生物多様性保全の観点から
緑地の評価を行うなど、緑地保全の意義づけに関する工夫をこらして
いる。

http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/midori/h23midorikeikaku.html

長野県 千曲市 千曲市緑の基本計画
現況把握やエリア毎のみどりの機能等の重要な検討が適切になされ
ている総括的な計画である。また、施策アイデア集の掲載など市民向
けの情報発信や市民の意見の取りまとめ方法に特徴がある。

http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2013052400269/

1 「緑の基本計画評価委員会」［事務局：（一社）日本公園緑地協会］



都道府県 市町村 計画名 概要 リンクアドレス

岐阜県 各務原市
各務原市水と緑の回廊計画
*市役所にて閲覧可

水と緑の現況調査、市民アンケートとワークショップを重ねた丁寧な意
見集約により、明解な将来ヴィジョンを設定している。また、施策別計
画目標の設定やワークショップを取り入れた地区別計画図など、実現
にむけた施策が具体的に位置づけられている。

※公開になっていましたので追記しました
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/148/153/001105.html

愛知県 名古屋市 なごや緑の基本計画2020

緑の地域特性を特徴的な地形との結びつきや都市化の歴史的変遷を
踏まえつつ明らかにしている。また緑の都市像を実現するためのリー
ディングプロジェクトを位置づけ、地域特性を生かした「緑と水の回廊
形成」を打ち出している。

http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-3-3-2-0-0-0-0-0-0.html

愛知県 幸田町 幸田町緑の基本計画
詳細な緑の現況調査、町民アンケート調査や緑の機能別解析評価に
基づき、将来の緑地確保目標量と配置計画を位置づけている。また、
計画の実現に向けた施策の適用方針図を明示している。

http://www.town.kota.lg.jp/index.cfm/15,13519,26,307,html

三重県 志摩市 志摩市緑の基本計画
本編と資料編の２部構成とすることで、資料の充実と見やすさを両立
している。都市公園など市街地の緑だけでなく、市域内の重要な自然
資源である自然公園や海浜環境等を積極的に位置づけている。

https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/kensetsubu/toshikeikakuka/toshikeikaku/1454319236146.html

福岡県 福岡市 福岡市　新・緑の基本計画

緑の現況を様々な角度からわかりやすく取りまとめたうえ、前計画の
成果と施策の進捗を詳細に分析し、緑の将来像を実現するための施
策担当部局を明らかにしている。また、施策の重点分野を３つの柱・１
３分野に集約するとともに、具体的な成果指標を明示している。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/koenkeikaku/midori/shin-midorinokihonkeikaku.html

佐賀県 嬉野市 嬉野市緑の基本計画

ふるさとの原風景を守るために、生息する動植物に係る分析と水辺環
境の保全、茶畑などの地域の資源とみどりの関わり、温泉街等の観
光拠点における緑化等が位置づけられている。また、写真を多用して
わかりやすい計画となっている。

http://www.city.ureshino.lg.jp/_14065/1037/_20303.html

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市まちと緑のハーモニープラン

市民アンケート調査結果をレーダーチャート化し地区別の緑の現況比
較を行うなど、現状分析を工夫している。また、市域を１４地区に区分
し、各地区別に、緑の現況と課題分析・目標設定を行い、実現に向け
た施策・事業を位置づけている。

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kensetukanri/kouenryokuka/bunka/sports/shisetsu/ryokuchisebi/harmonyplan.html

鹿児島県 西之表市
西之表市緑の基本計画
*市役所にて閲覧可

少子・高齢化、人口減少等を緑に関する課題と認識した上で、既存の
公園の質的向上や周辺町からの利用を考慮した運動公園の見直しを
位置づけている。また、公園緑地の有する機能を総合的に評価し、機
能からみた緑地の存在の重要度についてランク付けを実施している。

リンクなし

沖縄県 うるま市 うるま市みどりの基本計画

地域別みどりの配置方針について、みどりの特性を詳細に分析し、具
体的な方針を策定している。また、フクギ等の沖縄に特徴的な緑地の
保全や闘牛場・城など、歴史的・文化的資産としてのみどりを積極的
に位置づけている。

http://www.city.uruma.lg.jp/town/124/1191

2 「緑の基本計画評価委員会」［事務局：（一社）日本公園緑地協会］



○優良事例（１８計画）
都道府県 市町村 計画名 概要 リンクアドレス

青森県 八戸市 八戸市緑の基本計画

緑の基本計画の策定に向けたワークショップ等による住民意向調査
を章立てするなど、住民意向の反映に関し積極的である。また、青森
県の総合計画や広域緑地計画、市の上位計画等に関する緑の位置
づけを踏まえて計画を策定している。

http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/9,5056,72,201,html

岩手県 盛岡市 盛岡市緑の基本計画
各事業や取組毎に実施時期及び実施部署を明示したアクションプロ
グラムの作成や推進体制の充実のための協議会の設置の検討など、
計画の実現に向け充実した計画となっている。

http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/keikaku/kankyokei/midoriplan/index.html

埼玉県 さいたま市 さいたま市緑の基本計画

地形、緑被や植生の現況、広域的な緑のネットワーク等の調査・分析
に基づき、環境、レクリエーション、防災等の緑の役割ごとによる複数
の課題図を整理するとともに区ごとの緑被分布図と緑の将来像図が
盛り込まれている。また、市民や近隣の行政との連携に関する記載が
特徴的である。

http://www.city.saitama.jp/001/010/019/001/p002979.html

埼玉県 所沢市 所沢市みどりの基本計画
動植物保護・育成機能も踏まえた総合的な緑地の評価がなされてい
る。また、コラムを多用し読みやすさを工夫している。

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/midori/midori_keikaku/index.html

東京都 世田谷区 世田谷区みどりとみずの基本計画
計画の目標として「世田谷みどり３３」というわかりやすい目標を設定し
ている。また、地域別の方針において、各種視点に基づき課題が整理
されているとともに、施策が即地的に明示されている。

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/126/419/408/d00017133.html

東京都 板橋区 いたばしグリーンプラン２０２０

施策の柱の一つとして、緑地の分布と生き物の生息状況を踏まえたエ
コロジカルネットワークの形成を位置づけている。また、公園施設のリ
ニューアルやパークマネジメントの検討など、時代に即した取組が位
置づけられている。

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/035/035358.html

東京都 練馬区 練馬区みどりの基本計画
アクションプランである「みどり３０推進計画」と連動した実効性のある
計画となっている。また、歴史・風景・憩い・農・生きものといった独自
性のある視点からのネットワーク形成について記載されている。

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/keikaku/shisaku/kankyo/midorikihon/index.html

神奈川県 川崎市 川崎市緑の基本計画

全ての施策展開の基本として基本方針の１番に「協働」を位置付ける
とともに、協働を推進するための視点について整理されている。また、
区別方針が、現状・課題を踏まえた上で、方針・施策が即地的に記載
されている。

http://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000023138.html

神奈川県 横須賀市 横須賀市みどりの基本計画

生物多様性の保全・再生が基本方針の一つに位置づけられていると
ともに、市域を越えた広域的なみどりのネットワークについて配慮して
いる。また、重点施策について年度毎の事業スケジュールと担当部局
を明示している。

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4115/kaitei/kaitei.html

3 「緑の基本計画評価委員会」［事務局：（一社）日本公園緑地協会］



都道府県 市町村 計画名 概要 リンクアドレス

静岡県 浜松市 浜松市緑の基本計画

天竜川河岸段丘の「緑の軸」を含む将来計画を各区ごとにわかりやす
く図示するとともに、ＣＯ２の吸収や生物多様性の保全等の観点を踏
まえつつ、多様な施策を設定している。また、施策展開により達成され
る生活や空間のイメージをストーリーに仕立てて表現している点もユ
ニークである。

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ryokuka/greening/kihonkeikaku/index.html

愛知県 みよし市 みどりと景観計画

都市緑地法に基づく緑の基本計画と景観法に基づく景観計画を一体
化させ、地域ごとに緑と景観の方向性等をまとめている点が全国的に
も特徴的である。また、緑を増やす施策に企業緑地に関する認定制
度であるＳＥＧＥＳや緑化活動をポイント化するエコポイントの検討を
盛り込むなど、特徴的施策も多い。

http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/toshi_k/keikanmidori/keikanmidori.html

大阪府 吹田市 吹田市第２次みどりの基本計画

推進プロジェクト単位で年時毎に目標が明示されているとともに、各地
域における取組が即地的に記載されており、具体性のある計画となっ
ている。また、改定にあたって前計画の検証を踏まえた方針が詳細に
記載されているとともに、みどりの拠点となる大学と協定を締結する独
自の施策が位置づけられている。

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-doboku/kouenmidori/keikaku-kaitei.html

大阪府 東大阪市 東大阪市緑の基本計画

水系単位での緑のネットワーク軸の形成を目指し、複数の水系におけ
る地域の特性・課題や緑の確保に関する考え方をとりまとめている。
また、街区やブロック単位毎等に、都市緑化に関する施策を細やかに
とりまとめている。

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000000257.html

兵庫県 明石市 明石市緑の基本計画

改定前の計画の施策達成状況を詳細に分析した上で改定の方針を
定めており、説得力のある計画となっている。また、現況を踏まえた系
統別の緑地の配置方針や施策方針が即地的にわかりやすく記載され
ている。

http://www.city.akashi.lg.jp/tosei/kouen_ka/shise/gyose/kekaku/midori.html

兵庫県 芦屋市 芦屋市緑の基本計画

緑の目標量について、市民・事業者と公共それぞれの目標量を設定
している点が特徴的である。また、施策の展開にあたっての実施主体
及び事業実施時期を施策毎に設定しており、施策の進捗状況のフォ
ローアップを容易にしている。

http://www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/kihon.html

鳥取県 米子市 米子市緑の基本計画

自然及び社会的条件に関する多項目の現況調査を通じ、生物多様性
の維持、歴史的風土の形成等の特色ある観点から配置方針を設定し
ている。また、緑の計画図では、公園緑地の他に宅地の緑化、田園環
境の保全等の施策が示されており、市域全体で緑の保全や創出に取
り組む姿勢が見受けられる。

http://www.city.yonago.lg.jp/14065.htm

山口県 周南市 周南市緑の基本計画

「循環型の都市づくり」として、生態系の保全やバイオマスの活用促進
等、地球環境問題への対応に向けた施策を掲げるなど、施策を網羅
的に記載している。また、地域毎にワークショップを開催し、住民意見
の反映を積極的に行っている。

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/42/2078.html

香川県 丸亀市 丸亀市緑の基本計画

都市計画区域外である島嶼部も計画対象とするなど、広域的な観点
からの計画策定がなされている。また、市民・団体・事業者の役割とそ
れに対する行政の支援策を明示するなど、計画の実現に向けた取組
が具体的に示されている。

http://www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15167/

4 「緑の基本計画評価委員会」［事務局：（一社）日本公園緑地協会］


