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１ 重点項目 

 

前章の「基本方針と計画目標」で定めた重点的に実施する項目につ

いて、以下のとおり施策を展開します。 

 

重点項目 施策の展開 

地球環境問題等への対応 

●森林保全・整備及び都市緑化の推進 

●地球環境問題等の意識啓発 

●環境に配慮した取組の促進 

緑を活かした地域づくりの

推進 

●良好な街並み空間の形成 

●地域の個性を活かした景観の創出・保全

●市町村「緑の基本計画」等の策定 

協働による緑化活動の推進 

●地域住民等が行う緑化活動の活性化 

●住民参加による公共施設緑化 

●連携・協働体制の確立 

民有地緑化の推進 
●民間施設の緑化の推進 

●県民の自発的な緑化の促進 
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(1) 地球環境問題等への対応 

 

〔施策の方向〕 

緑化を通じて地球環境問題等の意識啓発を図り、森林整備、都市

緑化の推進、環境に配慮した取組を促進します。 

 

〔施策の展開〕 

森林保全・整備及び都市緑化の推進 

温室効果ガスの吸収源対策やヒートアイランド現象の対策として、

森林保全・整備及び都市緑化を推進します。 

◎適切な森林整備の推進 

◎保安林等の適切な管理・保全の推進 

◎道路植栽帯や都市公園などの公共施設の緑化 

◎自然の生態系と調和した公園緑地・河川等の整備 

◎公共施設における先導的な屋上・壁面緑化等の実施 

 

地球環境問題等の意識啓発 

緑を通じた地球環境問題等の意識啓発を図ります。 

◎地球環境問題等の意識啓発 

◎学校や地域における活動の促進 

◎緑化に関するイベントの開催 

 

環境に配慮した取組の促進 

 資源循環型社会づくりを目指すため、企業等における自主的な環

境に配慮した取組を促進します。 

◎ISO14001 の認証取得を推奨 

◎環境活動評価プログラム(エコアクション 21)の認証登録を推奨 

◎木質バイオマスの利活用促進（有機物資源の再利用） 
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(2) 緑を活かした地域づくりの推進 

 

〔施策の方向〕 

地域の個性を活かした景観の形成及び保全、地域の歴史的・文化

的・自然的資源と一体となった緑化を図り、魅力的で、やすらぎの

ある良好な街並み空間を形成します。 

 

 

〔施策の展開〕 

良好な街並み空間の形成 

住宅地や市街地における緑化を促進し、良好な街並み空間を形成

します。 

◎地区計画での生け垣設置の決定、緑地協定の締結促進 

◎法制度を活用した緑化率規制制度の導入検討 

 

地域の個性を活かした景観の創出・保全 

地域の歴史的・文化的資源と一体となった緑化の推進により、画

一的でない、個性とやすらぎのある美しい景観の創出及び保全を図

ります。 

◎地域のシンボルとなる緑の保全 

◎地域の個性を活かした公共施設の緑化 

◎生態系や景観に配慮した農村環境の形成 

◎棚田や里山などの地域性豊かな緑の保全 

 

市町村「緑の基本計画」等の策定 

地域の個性を活かしたまちづくりを推進するためには、市町村が

緑化を含めたまちづくりの方向性を示す必要があります。 

市町村は、都市緑地法に基づく「緑の基本計画」又は任意の緑に

関する計画を策定します。 

県は、市町村に対して「緑の基本計画」等の策定を積極的に働き

かけます。 

◎市町村「緑の基本計画」等の策定 
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(3) 協働による緑化活動の推進 

 

〔施策の方向〕 

県民、緑化団体、企業及び行政の連携・協働による緑化活動を推

進し、県民のボランティア活動等への参加意識の向上を図ります。

 

 

〔施策の展開〕 

地域住民等が行う緑化活動の活性化 

地域住民や緑化団体等の活動がより積極的に展開できるように支

援します。 

◎「にいがた『緑』の百年物語－木を植える県民運動－」の推進 

◎緑化活動を行う機会の提供 

◎緑化団体等への助成事業の実施 

◎緑のイベント、顕彰制度、助成事業に関する情報発信 

（インターネット「ホームページ」の活用） 

 

住民参加による公共施設緑化 

地域住民の意見を反映した公共施設の整備を実施し、地域コミュ

ニティの活性化を支援します。 

◎公園整備や道路緑化等の事業における計画段階からの住民参加の

促進 

 

連携・協働体制の確立 

県民、緑化団体、民間企業、行政が連携・協働して緑化活動を展

開できるように、体制を整備します。 

◎地域住民等と協働による公園や街路樹等の維持管理体制の確立 

（アドプト（里親）制度の活用） 

◎緑化団体等が相互に情報交換・情報発信する場の提供 

（インターネットに「緑のまちづくりフォーラム」を設置） 
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(4) 民有地緑化の推進 

 

〔施策の方向〕 

都市部の緑化を推進するために、市街地の大半を占める民有地の

緑化を推進します。民有地の緑化を促進するため、関係法令に基づ

く緑化率規制制度の導入を検討します。 

 

 

〔施策の展開〕 

民間施設の緑化の促進 

緑が不足している中心市街地での緑被率向上のために、市街地の

大半を占める民間施設や宅地の緑化を促進します。 

また、関係法令に基づく緑化率規制制度の導入を検討します。 

◎地区計画での生け垣設置の決定、緑地協定の締結促進 

◎法制度を活用した緑化率規制制度の導入検討 

◎開発許可基準の強化に関する条例制定の検討 

◎「屋上・壁面緑化のための技術指針」の作成 

◎民間施設における屋上・壁面緑化の促進 

◎民有地の緑化助成事業の実施 

 

県民の自発的な緑化の促進 

県民の緑化意識の高揚を図り、商店街や家庭での自発的な緑化を

促進します。 

◎緑化団体等が開催する緑化講習会等への指導者の派遣 

◎植物園の利活用促進（花と緑の教室開催、ガーデニング講座） 

◎花と緑のインターネット相談室の開設 

（緑のまちづくりフォーラムとの連携） 

◎屋内緑化の普及 
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２ 基本施策の展開 

 

前章の「基本方針と計画目標」で定めた基本方針及び全体計画の「施

策の基本体系」に基づき、以下のとおり基本施策を展開します。 

（●は重点項目を含む） 

施策の基本方針 将来目標 

（平成8年～22年） 

本計画の施策展開 

（平成18年～22年） 

①緑化推進体

制を充実する

県民・緑化推進団体、企

業、行政が一体となって緑

化を推進する仕組みを確

立し、充実していきます。

●行政の緑化への取組の明

確化 

●県民､緑化団体､民間企業､

行政が連携・協働する体制

の整備 

●緑化マニュアルの作成、周

知 

②緑の教育を

すすめる 

学校、身近な地域、森林

海岸部での活動の中で緑

の教育を行い、身近な緑を

大切にする意識を確立し

ます。 

●緑の教育の実施 

○緑の教育に関する指導者

の育成と人材の確保 

(1)

緑

を

い

し

き

す

る 
③県民活動を

活性化する 

地域の緑化に関する意

識を高め、緑の百年物語運

動等の緑化活動への参加

や行動を推進します。 

●地域住民や緑化団体の活

動の活性化 

●民間企業による緑化活動

の促進 

●緑化に関する意識啓発 

①身近な緑を

いかす 

都市・生活空間に近接し

て分布する自然性豊かな

樹林地、緑地、水辺を保全

するとともに、緑とふれあ

う場を創出します。 

○身近な緑地等を活かした

自然とふれあう機会の創

出 

○都市と農山漁村の交流促

進 

(2)

緑

を

い

か

す 

②山地・海岸

等の緑をいか

す 

山地・海岸等の緑を守る

とともに県民が山地・海岸

等で多様なレクリエーシ

ョン活動を楽しみ、緑にふ

れあう場を創出します。 

○観光・レクリエーション施

設の充実 
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①都市・生活

空 間 の 緑 を

まもる 

緑地保全地区等の指定

を進めるとともに、都市

空間にある自然性の高い

緑を確保する。 

●地域の価値ある貴重な

緑地等の保全 

○緑資源の再利用の推進 
(3)

緑

を

ま

も

る 

②山地・海岸

等 の 緑 を ま

もる 

山地・海岸等の優れた

自然環境の保全に努める

とともに、県土と環境の

保全に役立つ森林の保全

・育成を図ります。 

●自然環境の保護・保全 

○環境にやさしい工法の

採用と活用促進 

●森林の保全 

① 中 心 市 街

地 と 市 街 地

の 緑 を つ く

る 

中心市街地の緑被率20

％以上、市街地の緑被率

30％以上を目指し、公共

施設、民間施設の緑化を

推進します。 

●公共施設の緑化 

●民有地・民間施設の緑

化 

●特殊緑化（屋上緑化、壁

面緑化等）の推進 

○災害時に避難地の拠点

となる公園の整備 

(4)

緑

を

つ

く

る ② 農 山 漁 村

の 緑 を つ く

る 

農山漁村のもつ個性と

郷土性豊かな景観の保全

と創出を図ります。 

●郷土性豊かな美しい景

観の形成 

○農地・山地の緑の再生 

 

 



第４章 緑化施策の展開 

基本施策 

 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 緑化施策の展開 

基本施策（緑をいしきする） 

 41

 

 

 

 

 

 

 緑をいしきする  
 

 
 緑による環境づくりに対する県民・企業・行政の意識を高め、地

域の状況に応じた地域のための緑化を推進します。 

 ① 緑化推進体制を充実する 

 ② 緑の教育をすすめる 

 ③ 県民活動を活性化する 
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(1) 緑をいしきする 

 緑による環境づくりに対する県民・企業・行政の意識を高め、地域

の状況に応じた地域のための緑化を推進します。 

 ① 緑化推進体制を充実する 

 ② 緑の教育をすすめる 

 ③ 県民活動を活性化する 

 

① 緑化推進体制を充実する  

 

≪現状と課題≫ 

・緑豊かな地域づくりを推進するためには、行政が法制度に基づく施

策と、ボランティア活動や各種イベントの開催など法制度によらな

い施策の二つの手法により計画的に施策を展開する必要があります。 

・地域の特色を活かした緑化施策を計画的に推進するためには、地域

住民に最も身近な市町村の取組が重要となります。 

・本県では、都市緑地法に基づく「緑の基本計画」を策定している市

町村が少なく、緑化推進体制の整備は十分とは言えません。 

・第１期・第２期計画において、県民・緑化団体・企業・行政の連携

体制の整備を目指してきましたが、助成事業を行っているレベルに

とどまり、その取組は十分とは言えませんでした。 

 

≪施策の方向と展開≫ 

行政は緑化への姿勢を明確にするとともに、緑化を推進する計画や方

針などを策定していきます。 

県民、緑化団体、民間企業、行政が連携・協働して緑化活動を展開で

きるように体制を整備します。 

 

（◎は重点項目） 

行政の緑化への取組の明確化 

◎市町村「緑の基本計画」等の策定 

○都市公園等整備計画の改定 

 

県民、緑化団体、民間企業、行政が連携・協働する体制の整備 

◎公園整備や道路緑化等の事業における計画段階からの住民参加の

促進 

◎地域住民等と協働による公園や街路樹等の維持管理体制の確立 

（アドプト（里親）制度の活用） 

 

緑化マニュアルの作成及び周知 

○「公共施設緑化マニュアル」、「樹木健全育成マニュアル」の周知 

◎「屋上・壁面緑化のための技術指針」の作成 
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≪達成指標≫ 

実施項目 単位 H17 末 目標(H22) 

緑の基本計画の策定率 ％ 11.4 50 

都市公園等整備計画の改定   改定 

屋上・壁面緑化のための施術指針の作成   作成 

 

＜参考＞ 

 

○緑の基本計画 

都市緑地法に基づく計画で、市町村が地域の実情を十分に配慮し、創意工夫を

活かしつつ策定するものです。都市における緑化と緑地の保全に関わる施策を総

合的に推進するうえで最も重要な計画になるものです。 

市町村は、「緑の基本計画」を策定することにより、重点的、効率的な事業展開

が可能となり、また、住民意見を反映した計画とすることにより、住民、企業及

び行政が一体となって緑豊かなまちづくりを実現していく意識や気運が向上しま

す。 

 

○都市公園等整備計画 

 自然との共生を図りつつ緑豊かでうるおいのある都市環境を形成し、レクリエ

ーション及びスポーツの需要に応えるために、都市公園を積極的かつ計画的に整

備していく計画です。 

 

○アドプト制度 

 アドプトとは、公園や道路等の公共施設の一部を「養子」とみなして、住民、

団体、企業等に「里親」となっていただき、「養子」である施設の一部を管理して

いく制度です。住民、団体、企業等が自ら公共施設の管理を行うことにより、公

共施設への緑化意識の向上、また、地域コミュニティの形成などの効果が期待さ

れます。 

 

○公共施設緑化マニュアル 

公共施設の緑化水準向上を目的に、平成 13 年度に県が作成したものです。総論

編、計画・設計編、施工編、維持管理編、資料編で構成され、施設の立地や環境

に応じ、地域性を反映した緑の創出・育成の手引きとなるものです。 

 

○樹木健全育成マニュアル 

「公共施設緑化マニュアル」を補完し、行政や造園関係者の植栽技術向上を目

的としたマニュアルです。 
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② 緑の教育をすすめる 

 

≪現状と課題≫ 

・緑化を推進するためには、県民一人ひとりが緑の役割を理解し、緑

を大切にする心を育むことが重要です。 

・都市部では、緑や自然にふれあえる場や機会が少ない状況のため、

学校、身近な地域、森林・海岸部での活動の中で緑の教育を行い、

緑を大切にする意識を確立する必要があります。 

 

≪施策の方向と展開≫ 

地球温暖化や都市のヒートアイランド現象などの環境問題が、県民一

人ひとりの身近な問題として認識できるように意識啓発を進めていき

ます。 

緑の教育をすすめるため、指導者を育成し登録する制度を充実させま

す。 

 

（◎は重点項目） 

緑の教育の実施 

◎地球環境問題等の意識啓発 

◎学校や地域における活動の促進（こどもエコクラブ、緑の少年団） 

◎植物園の利活用促進（花と緑の教室開催） 

◎花と緑のインターネット相談室の開設 

◎緑化団体等が開催する緑化講習会等への指導者の派遣 

（花と緑のアドバイザー派遣） 

 

緑の教育に関する指導者の育成と人材の確保 

○指導者登録制度の活用促進（自然観察指導員等） 

 

≪達成指標≫ 

実施項目 単位 H17 末 目標(H22)

森林・林業教育体験者数 人 5,125 

(H16) 

15,500 

(H18～22)

花と緑の教室開催 回/年 40 35（継続）

花と緑のインターネット相談室   設置 

花と緑のアドバイザー派遣数 回/年 19 20（継続）

自然観察指導員等登録者数 人 1,390 1,765 
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＜参考＞ 

 

○こどもエコクラブ 

 次世代を担う子供たちが、地域の中で仲間と一緒に、主体的に環境に関する活

動ができるよう、環境省の提唱・支援で平成７年度から始まった小中学生の自主

的な環境グループです。 

 

○緑の少年団 

次世代を担う子供たちが、「緑を愛し」、「緑を守り」、「緑を育てる心を養う」こ

とを通じて自然を愛し、自ら社会を愛する心豊かな人間に育ってゆくことを目的

とした団体で、緑や森林の働き、鳥や昆虫などの観察や愛護活動などから、緑や

森林を守ることの大切さを学びます。 

 

○花と緑のアドバイザー制度 

(財)新潟県都市緑花センターが制定した制度で、県内に在住又は在職し、花と

緑に関して優れた知識、技術、技能等を持っている人を「花と緑のアドバイザー」

として登録し、花と緑の専門家の立場から、各種講習会、講座、さらには自然観

察会などの場へ、講師・インストラクターとして派遣する制度です。 

 

○指導者登録制度 

・自然観察指導員 

地域に根ざした自然観察会を開き、自然を自ら守り、自然を守る仲間をつく

るボランティアリーダーです。 

・森林インストラクター 

森林を利用する一般の方に対して、森林の案内や森林内での野外活動の指導

を行います。 

・環境カウンセラー 

環境保全に取り組む市民団体や事業者等に対して助言を行います。 

 

○自然観察指導員等登録者数 

自然観察指導員や森林インストラクター等の登録者数です。自然とのふれあい

を通じて県民の自然を大切にする意識を高めるため、これら指導員等の育成を進

めています。 

 

○森林・林業教育体験者数 

林業普及指導員が実施する、森林・林業教育活動に参加した小中学校の生徒等

の数です。 
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③ 県民活動を活性化する 

 

≪現状と課題≫ 

・平成 13 年度から、県民一人ひとりが木を植え「緑の遺産」を 22 世

紀の県民に贈るという「にいがた『緑』の百年物語－木を植える県

民運動－」がスタートし、県も積極的に推進してきました。 

・地域住民や NPO の活動、民間企業による社会貢献活動等の取組が積

極的に展開されつつあります。 

・地域住民等による緑化活動は、地域への誇りと愛着のある緑豊かな

まちづくりの推進に重要な役割を果たします。 

 

≪施策の方向と展開≫ 

地域住民や NPO 団体等の活動、民間企業による社会貢献活動等の緑化

の取組を支援します。 

 

（◎は重点項目） 

地域住民や緑化団体の活動の活性化 

◎「にいがた『緑』の百年物語－木を植える県民運動－」の推進 

◎緑化活動を行う機会の提供 

（ボランティアが活動する場の提供） 

◎緑化団体等への助成事業の実施 

◎緑化団体等が相互に情報交換・情報発信する場の提供 

（緑のまちづくりフォーラムの設置） 

 

民間企業による緑化活動の促進 

○民間企業が行う緑化等の社会貢献活動の取組を支援 

◎環境マネジメントシステムの推奨 

 （ISO14001、エコアクション 21） 

 

緑化に関する意識啓発 

◎緑化に関するイベントの開催 

◎緑のイベント、顕彰制度、助成事業に関する情報発信 

◎屋内緑化の普及 
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≪達成指標≫ 

実施項目 単位 H17 末 目標(H22)

緑のまちづくりフォーラムの設置   設置 

緑化に関するイベントの開催 回/年 3 3（継続）

 

＜参考＞ 

 

○緑化団体等への助成事業 

・地域緑化活動支援事業 

緑の百年物語県民運動に取り組むボランティア団体等の活動経費を助成する

ことにより、地域における県民活動の推進を目的としている事業です。なお、

助成の対象となる経費は、組織づくり経費、活動費、苗木購入費です。 

 

・花と緑のパートナーづくり事業 

子供たちや地域住民を主とする団体が、都市部の公共施設を緑化するものに

対して、樹木・花苗等の原材料費を助成するものです。 

 

○緑のまちづくりフォーラムの設置 

インターネット上に緑化団体（緑化、まちづくり、環境美化などの活動団体等）

が活動内容や植栽技術に関する情報について相互に情報交換する場として「緑の

まちづくりフォーラム」（仮称）を設置します。緑化団体のそれぞれの活動を制限

することなく、ゆるやかな共同体組織の構築を目指すため、活動内容などを相互

に情報交換する場を設置します。また、行政の取組についても情報交換及び発信

を行います。 

 

○ＩＳＯ１４００１ 

国際標準化機構（ISO）が発行した、環境マネジメントシステムの国際規格で、

組織が自らの事業活動に伴う環境負荷を、低減するための取組を継続的に実施す

る手順や管理方法を定めています。ISO14001 の規格を満たすシステムを構築して

いると認められたときは、ISO14001 の認証を取得することができ、緑化を含む環

境に配慮した取組を行っていることを広くアピールすることができます。 

 

○エコアクション２１ 

中小事業者における環境への取組を促進するため、平成８年に環境省が策定し

た環境マネジメントシステムです。 

エコアクション２１の登録を行うためには、緑化を含む環境に配慮した取組が

必要となります。 
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○緑化に関するイベント 

・新潟県都市緑花フェア 

都市緑化に対する意識高揚と緑化知識の普及等を図るため、昭和 62 年から鳥

屋野潟公園等を会場に開催しています。 

 

・フラワーウェーブ 

 花と緑に関する情報を一堂に集め、花と緑に関する知識の普及啓発を促進し

ていくために毎年３月に開催しています。 

 

・緑の百年物語フェスティバル 

 「にいがた『緑』の百年物語－木を植える県民運動－」の理解と参加意識の

醸成を図るとともに、県民の参加を募り、木を植え、森林・緑の大切さを再認

識し、夢と物語性のある緑豊かな地域づくりをすすめることを目的に開催して

います。 
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 緑をいかす  
 

 人々が緑に親しむ場や機会を増やし、緑とのふれあいを深めます。

 ① 身近な緑をいかす 

 ② 山地・海岸等の緑をいかす 
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(2) 緑をいかす 

 人々が緑に親しむ場や機会を増やし、緑とのふれあいを深めます。

 ① 身近な緑をいかす 

 ② 山地・海岸等の緑をいかす 

 

① 身近な緑をいかす 

 

≪現状と課題≫ 

・人々の価値観やニーズの多様化に伴い、身近な場所で自然と親しめ

る場やレクリエーション活動を行う生活空間を確保することが求め

られています。 

・身近な河川や公園は、自然とのふれあいやレクリエーション活動を

楽しむ場を提供します。 

・緑は、気候、風土、歴史等を反映して地域の特徴を有しており、魅

力ある地域づくりを進める上で重要な役割を担っています。 

 

≪施策の方向と展開≫ 

生活空間に隣接する身近な公園、緑地等を活用し、緑とふれあう場及

び県民の交流の場を創出します。 

 

 

身近な緑地等を活かした自然とふれあう機会の創出 

○親水性のある水辺環境の整備 

○身近な公園の整備 

○市民農園や市民緑地の設置の促進 

 

都市と農山漁村の交流促進 

○交流体制の整備促進、交流対象の拡大 

 

≪達成指標≫ 

実施項目 単位 H17 末 目標(H22)

歩いていける範囲の公園整備率 ％ 53.7 54.0 

学童等の体験活動参加者数 人･日 87,418 

(H16) 

120,000 
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＜参考＞ 

 

○市民農園 

都市の住民がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生き

がいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用し

て野菜や花を育てるための農園のことです。 

 

○市民緑地 

都市緑地法に基づく制度で、土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者と地

方公共団体などが契約を締結し、緑地や緑化施設を公開する制度です。これによ

り、地域の人々が利用できる公開された緑地が提供されます。 

 

○学童等の体験活動参加者数 

グリーン・ツーリズム誘客数で、豊かな自然と美しい景観や伝統文化等を活かし

た農山漁村での都市住民の滞在型交流に参加した人数のことです。 

 

○歩いていける範囲の公園整備率  

都市住民の徒歩生活圏内に公園が整備されている割合を示すものです。  
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② 山地・海岸等の緑をいかす 

≪現状と課題≫ 

・本県は、海岸から山岳まで変化に富んだ地形を有しており、豊かな

自然資源に恵まれています。 

・近年、人々のライフスタイルの多様化や環境に対する志向の高まり

に伴い、観光やレクリエーション活動を楽しむ場や自然環境とふれ

あうことができる場（アウトドアライフの場）が求められています。 

 

≪施策の方向と展開≫ 

山地・海岸等の緑を守るとともに県民が山地・海岸等で多様なレクリ

エーション活動を楽しみ、緑とふれあう場を創出します。 

 

観光・レクリエーション施設の充実 

○レクリエーション施設の整備、充実 

（海岸環境の整備、森林利用施設の整備） 

 

＜参考＞ 

 

○海岸環境整備 

国土の保全とあわせて整備計画を策定している箇所で、安全で快適な海岸利用

が増進されるように海岸環境の整備を図るものです。 

 

○森林利用施設の整備 

森林の重要性やその働きを理解するための体験プログラムを整備し、人と自然

の交流の場の創出を図るものです。 

その内容は、ふれあいの森、キャンプ場、野外スポーツ施設、野鳥の森等を整

備し、それらの施設の活用を促進するものです。 
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 緑をまもる  
 

 今ある緑の機能を理解し、将来にわたって育てまもります。 

 ① 都市・生活空間の緑をまもる 

 ② 山地・海岸等の緑をまもる 



第４章 緑化施策の展開 

基本施策（緑をまもる） 

 54

(3) 緑をまもる 

 今ある緑の機能を理解し、将来にわたって育てまもります。 

 ① 都市・生活空間の緑をまもる 

 ② 山地・海岸等の緑をまもる 

 

① 都市・生活空間の緑をまもる 

 

≪現状と課題≫ 

・ 都市及び生活空間に残された緑は、地域の自然性を残し歴史・文化

的な価値が高く、個性ある景観を形成し、生活空間の魅力を高めて

いるものが多く、貴重な緑と言えます。 

・ 都市及び生活空間の緑は、地球温暖化や都市のヒートアイランド現

象などの環境問題が顕在化している中で、温室効果ガスの吸収、生

活環境の緩和や生物の生息・生育地として機能を果たします。 

 

≪施策の方向と展開≫ 

温室効果ガスの吸収、生活環境の緩和機能や生物の生息・生育地とし

て機能を効果的に発揮するために都市空間の緑を維持・保全します。 

 

（◎は重点項目） 

地域の価値ある貴重な緑地等の保全 

○緑地保全地域等の指定 

◎地域のシンボルとなる緑の保全 

（保存樹木・保存樹林の指定） 

 

緑資源の再利用の推進 

○都市公園で発生した落葉、剪定枝等の堆肥化、再利用の推進 

 

 

≪達成指標≫ 

実施項目 単位 H17 末 目標(H22)

緑地保全地域等の指定   指定 

保存樹木の指定本数 本 246 300 
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＜参考＞ 

 

○緑地保全地域等 

・緑地保全地域 

都市緑地法に基づく制度で、里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地

において、届出・命令制により、一定の土地利用との調和を図りながら緑地を

保全するものです。都市計画法における地域地区として、都道府県・政令市が

決定します。 

・特別緑地保全地区 

都市緑地法に基づく制度で、都市における良好な自然環境となる緑地におい

て、建築行為など一定の行為を許可制とし、緑地を現状凍結的に保全するもの

です。都市計画法における地域地区として市町村（10ha 以上は都道府県・政令

市）が決定します。 

 

○保存樹木・保存樹林の指定 

 樹木保存法（都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律）や市

町村の条例等に基づき保存樹木や保存樹林を指定することにより、地域の由緒・

由来のある樹木や、貴重な樹木・樹林地を保全します。 

 

 

 



第４章 緑化施策の展開 

基本施策（緑をまもる） 

 56

② 山地・海岸等の緑をまもる 

 

≪現状と課題≫ 

・ 農地や山林は、農産物や木材の生産だけでなく、自然環境の保全、

水源の涵養、災害の防止など多面的な機能を有しています。 

・ 森林の緑は、温室効果ガスの吸収源としての役割を果たします。 

・ 京都議定書において、二酸化炭素吸収源として算定できる森林は、

間伐等の森林整備が適切に行われている森林、保安林や自然公園の

指定により管理された森林となっています。 

・ 農山村部では、過疎化や高齢化に伴い、山地や農地の荒廃が進んで

いる地域があります。 

・ 7.13 水害や中越大震災などによる災害で、県土の貴重な自然環境

が喪失しました。残された優れた山地・河川・海岸等の自然環境の

保全を図る必要があります。 

・ 農業は、国土の保全や大気の浄化などの多面的機能を持つ一方で、

水質や生物層などの自然環境・生活環境に対する負荷低減が求めら

れています。 

 

≪施策の方向と展開≫ 

地球環境問題等の対策及び県土保全のため、森林資源の保全・育成を

図ります。 

その地域に固有の動植物の生息地確保のため、自然環境の保全・復

旧・創出を図ります。 

 

（◎は重点項目） 

自然環境の保護・保全 

◎棚田や里山などの地域性豊かな緑の保全 

○自然（緑地）環境保全地域の保全 

○多様な生物の生息地となる緑地、里山の保全 

○環境保全型農業の推進 

 

 

環境にやさしい工法の採用と活用促進 

○自然環境や生態系に配慮した河川や砂防施設の整備 

○公共土木工事等における間伐材の利活用促進 
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森林の保全 

◎適切な森林整備の推進 

◎保安林等の適切な管理・保全の推進 

◎木質バイオマスの利活用促進 

 

≪達成指標≫ 

実施項目 単位 H17末 目標(H22)

棚田のある風景数 箇所 170 170 

間伐整備率 ％ 40 50 

 

＜参考＞ 

 

○自然（緑地）環境保全地域の指定 

すぐれた自然環境を適正に保全するため、新潟県自然環境保全条例により指定

を行います。 

・自然環境保全地域 

県を代表する優れた自然環境のうち、自然的、社会的諸条件から見て自然環

境を保全することが特に必要な地域 

・緑地環境保全地域 

良好な生活環境を確保するために、自然的、社会的諸条件から見て自然環境

を保全することが特に必要な地域 

 

○環境保全型農業の推進 

水質や生物層などの自然環境・生活環境に対する負荷軽減を図るため、化学合

成農薬や化学肥料の使用量を削減した農業生産方式の普及や有機物資源の循環利

用を推進します。 

 

○自然環境や生態系に配慮した河川や砂防施設の整備 

平成９年に河川法が一部改正され、「河川環境の整備と保全」が目的に位置付け

られました。この法律に基づき県内の河川でも、環境・動植物に配慮した護岸、

工法を積極的に採用して整備を進めます。また、急傾斜地の崩壊対策工事などで

も、環境や景観に配慮した工法（法面の緑化など）を推進します。 
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○保安林の整備 

保安林は、県土の保全、水源涵養、生活環境の保全等公益的な機能を発揮させ

るために、森林法に基づいて指定されるものです。県民の生活を安全で快適なも

のとするために、指定目的に沿った適切な森林管理を推進します。 

 

○木質バイオマス  

「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉であり、「再生

可能な、生物由来の有機性資源（化石燃料は除く）」のことを呼びます。そのなか

で木材からなるバイオマスのことを「木質バイオマス」と呼び、主に樹木の伐採

や造材のときに発生した枝、葉などの林地残材、製材工場などから発生する樹皮

やのこ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などがあります。  

 

○間伐整備率   

間伐実施済面積／間伐対象森林面積。10 年に１回間伐を実施することを基準に

算定したものです。   
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 緑をつくる  
 

 
 地域の状況に応じて緑の量を増やし、質を向上して、快適な空間を

形成します。 

 ① 中心市街地と市街地の緑をつくる 

 ② 農山漁村の緑をつくる 
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(4) 緑をつくる 

 地域の状況に応じて緑の量を増やし、質を向上して、快適な空間を

形成します。 

 ① 中心市街地と市街地の緑をつくる 

 ② 農山漁村の緑をつくる 

 

① 中心市街地と市街地の緑をつくる 

 

≪現状と課題≫ 

・駅を中心とした商業地や中心市街地などでは、稠密な土地利用がな

され、緑被率１０％未満の緑の乏しい地域が広がっています。 

・中心市街地の緑は、主に公園、街路樹、公共施設等によって構成さ

れており、民有地の緑が乏しい状況となっています。 

・県民アンケートによると、都市部では「車道や歩道」、「商店街」、「マ

ンションやビル」における緑が不足しているという意識が高くなっ

ています。 

・高度な土地利用がなされている中心市街地で緑被率を向上するため

に、地球温暖化やヒートアイランド現象の対策として有効な屋上緑

化や壁面緑化の普及が必要となっています。 

・価値観やニーズの多様化に伴い、緑の量的な充実とともに、緑の質

の充実を図る必要があります。 

・市街化区域・用途地域における「都市公園の整備率」は全国平均よ

り下回っており、中心市街地における公園整備をより推進する必要

があります。 

一人当たりの公園面積（市街化区域･用途地域）
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・都市公園は、水害や地震などの災害発生時において、避難地として

の機能を有しており、地域の安全性・防災性を高めることができま

す。 

出典：都市公園等整備現況調査（国土交通省） 
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≪施策の方向と展開≫ 

豊かな県民の生活を実現するために、気候、風土、歴史や観光資源等

を活かした、美しい景観や魅力ある街並みを形成していきます。 

市街地再開発時に緑化スペースを確保し、屋上・壁面などの緑化を推

進していきます。 

 

（◎は重点項目） 

公共施設の緑化 

○中心市街地・市街地で緑被率 10％未満公共施設の解消 

○緑被率 30％（中心市街地 20％）以上を目指した公共施設の整備 

◎道路植栽帯や都市公園などの公共施設の緑化 

◎地域の個性を活かした公共施設の緑化 

◎自然の生態系と調和した公園緑地・河川等の整備 

 

民有地・民間施設の緑化 

◎地区計画での生け垣設置の決定、緑地協定の締結促進 

◎法制度を活用した緑化率規制制度の導入検討 

◎開発許可基準の強化に関する条例制定の検討 

◎民有地の緑化助成事業の実施 

○事業所、オフィスビル、工場等における緑地確保の推進 

 

特殊緑化（屋上緑化、壁面緑化等）の推進 

◎公共施設における先導的な屋上・壁面緑化等の実施 

◎民間施設における屋上・壁面緑化の促進 

◎「屋上・壁面緑化のための技術指針」の策定 

（施工・管理方法、維持コストについて提案） 

 

災害時に避難地の拠点となる公園の整備 

○防災機能を持った公園（緑とオープンスペース）の整備促進 

 



第４章 緑化施策の展開 

基本施策（緑をつくる） 

 62

≪達成指標≫ 

実施項目 単位 H17 末 目標(H22)

公共施設の緑の確保量 

 都市公園の整備率 ㎡/人 11.1 12.0 

 道路緑化延長（県管理） km 131.3*8 

(189.8*9) 

140*8 

 道路緑化延長（市町村管理） km 474.8*9 

(416.3*8) 

600*9 

 県行政管理施設 緑被率% 14.0 15.0 

 県立病院 〃 15.4 17.0 

 県営住宅 〃 16.5 18.0 

 市町村営住宅 〃 9.3 11.0 

 小学校 〃 10.9 13.0 

 中学校 〃 10.3 13.0 

 県立高校 〃 14.2 15.0 

 県警施設 〃 15.0 16.0 

地区計画等の生け垣設置決定 

（地区数と面積） 

箇所 

K ㎡ 

94 

15.1 

112 

17.4 

新潟県防災公園等整備計画の策定   策定 

 

＜参考＞ 

 

○公共施設緑化事業 

公共施設の緑化は新設施設、既存施設に関わらず様々な事業により行います。 

・道路緑化 

市街地の道路改良等で必要に応じ、主として歩道内に緑化を行います。 

・港湾環境整備 

緩衝緑地、修景緑地、親水緑地等、港湾の環境整備を行います。 

・その他の施設緑化 

学校、庁舎、病院、公営住宅、下水道施設、警察署等の施設の緑化を進めて

います。 

・都市公園整備 

各地方生活圏の中核都市公園である大規模公園（県営都市公園）は県で整備

を行います。 

                         
*8 平成 19 年度以降に新潟市管理となる国道及び県道を除く。 
*9 平成 19 年度以降に新潟市管理となる国道及び県道を含む。 
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県営都市公園整備状況（平成 18 年４月現在） 

公園名 開園面積（ha） 

鳥屋野潟公園 69.2 

紫雲寺記念公園 66.0 

奥只見レクリエーション都市公園 45.7 

大潟水と森公園 28.3 

植物園 19.8 

島見緑地 16.1 

聖籠緑地 11.7 

 

○民有地緑化助成事業 

市町村が主体の事業で、住宅地などの民有地緑化を推進するために生け垣設置

奨励助成や苗木配布など、各種支援制度があります。 

また、(財)新潟県都市緑花センターでは、ボランティア団体、企業、民間団体

等が民有地で行う緑化活動に対して助成を行っています。 

 

○地区計画制度 

都市計画法に基づき、良好な市街地の環境を形成していくために、細街路、小

公園等の宅地回りの施設と建築物の形態、敷地等に関する事項を一体的に定める

制度で、開発行為や建築行為等を誘導し、規制するものです。 

 

○緑地協定制度 

都市緑地法に基づく制度で、土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に

関する協定を締結し、地域住民の協力により良好な環境を確保するものです。 

 

○緑化率規制制度 

 ・緑化地域制度 

都市緑地法に基づく制度で、緑が不足している市街地等において、一定規模

以上の建築物の新築や増築を行う場合に、一定割合以上の緑化を義務付ける制

度です。都市計画法における地域地区として市町村が決定します。 

 

・地区計画等緑化率条例制度 

都市緑地法に基づく制度で、地区計画制度等を活用して、市町村が条例を定

めることにより、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、一定割合

以上の緑化を義務付ける条例です。 
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○開発許可基準の強化に関する条例 

地域の自然条件の特性及び土地利用の現状等を勘案し、都市計画法に基づく

開発許可基準のみでは環境の保全等が困難であると認められる場合に、基準を

強化する条例です。 
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②農山漁村の緑をつくる 

 

≪現状と課題≫ 

・農山村は、食料供給の場であるとともに、地域住民の生活の場でも

あり、適切な生産活動を通じて、国土・環境保全、水源の涵養、自

然・景観の提供等、公益的・多面的機能が発揮される場です。 

・農山村部では、過疎化や高齢化に伴い、山地や農地の荒廃が進んで

いる地域があり、魅力にあふれ豊かで住み良い農山村の形成が求め

られています。 

 

≪施策の方向と展開≫ 

 農山漁村のもつ個性を活かした郷土性豊かな美しい景観の形成を図

ります。 

 

（◎は重点項目） 

郷土性豊かな美しい景観の形成 

◎生態系や景観に配慮した農村環境の形成 

 

農地・山地の緑の再生 

○担い手の確保・育成 

○県産材の利用促進 

○森林ボランティアによる活動の推進 

 

≪達成指標≫ 

実施項目 単位 H17末 目標(H22)

多自然型水路の整備延長 Km 25.8 35.0 
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