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第２章 解析・評価と課題の整理
２−１ 調査結果の分析・評価
本市の緑について、上位・関連計画や現況調査結果、緑に関する市民意向を踏まえ、環境保全、
レクリエーション、防災、景観形成の４つの機能について以下のフローにて解析・評価を行いま
す。各機能の評価項目は「緑の基本計画ハンドブック」を参考としました。
また、課題の整理に当っては、各機能毎の評価結果に加え、緑の創出や良好な緑を維持保全し
ていくためには市民の参加や協働が重要であることから、市民意向についてのまとめも踏まえて
整理します。
■解析・評価のフロー
環境保全機能に関する解析・評価

現 況 調 査 及 び上 位 計 画 関 連 計 画 の整 理

・都市の骨格の形成
・優れた自然
・優れた歴史的風土
・快適な生活環境
・優れた農林業地
・動植物の保全
・都市環境の維持・改善

レクリエーション機能に関する解析・評価
・自然、歴史とのふれあいの場
・日常圏におけるレクリエーションの場
・広域圏におけるレクリエーションの場

防災機能に関する解析・評価

西尾市の

・自然災害の危険防止
・人為災害の危険防止
・避難体系
・多様な防災活動の拠点確保

緑の課題

景観形成機能に関する解析・評価
・都市を代表する景観
・地区の良好な景観
・優れた景観の眺望点
・ランドマークとなる場所
・周辺要素
・都市景観の創出が必要な地区

市民意向のまとめ
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１）環境保全機能に関する解析・評価
環境保全機能を有する緑地の解析・評価は「都市の骨格の形成」
「優れた自然」
「優れた歴
史風土」
「快適な自然環境」
「優れた農林業地」
「動植物の保全」
「都市の環境の維持・改善」
に着目して緑地を抽出し解析・評価します。また、抽出した内容は、
「良いところ」
「問題点」
に区分し評価しました。
○ (良いところ)→貴重な資源、財産として保全・活用
△ (注意箇所、問題点)→今後、整備・育成が必要
項目

解析
・本市は、北部から西部に流れる矢作川と東部に広がる丘陵地、南

都市の骨格の
形成

部に面する三河湾によって都市の緑の骨格が形成されている。
・市内には田畑が広がり、中央部を縦断するように矢作古川が流れ
ている。

評価
○
○

・山林や農地、河川、干潟、三河湾国定公園に指定されている海岸、
優れた自然

島しょ、社寺林等、優れた自然環境に恵まれ、それらは多様な生

○

物の生息地となっている。
優れた歴史的
風土

・文化財指定地や祭りなど優れた歴史的風土を有する緑として、社
寺や西尾城址と一体となった緑がある。
・市街地内の快適な環境を維持する緑として、都市公園、街路樹、
河川、社寺林、民有地等の緑が存在している。

○

○

・供用開始されている都市計画道路のうち、連続性にかけている箇
所も見られる。
（整備率 42％）

△

・緑の拠点となる都市公園の配置に不足している地区がある。
快適な生活環境

・「西尾市緑化推進条例」や「西尾市緑化基金」
「あいち森と緑づく
り都市緑化事業」による樹木保存や緑地保全・都市緑化に関する
支援制度がある。支援制度を活用して、園庭の芝生化等が進めら

○

れている。
・緑化に関して補助金を受けている団体が４団体あるなど、市民の
環境保全活動が増えている。
・市街地周辺には優良農地が広がり、無秩序な市街地の拡大を防い
優れた農林業地

でいる。
・日本有数の生産量を誇る抹茶の茶畑や養鰻池がある。バラの生産
も有数である。
・山林や社寺林、河川、街路樹等は、渡り鳥の中継地や移動経路と

動植物の保全

なっている。
・干潟や河川、優良農地や島嶼等は多様な生物の貴重な生息地とな
っている。

都市の環境の
維持・改善

−
○
○
○
○

・大規模な工場緑地がある。

○

・西部の市街地において、地表面温度の上昇が見られる。

△

・保育園や校庭の園庭芝生化が推進されている。

○
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■解析・評価図(環境保全)
【市街地の緑】
・市街地内の都市公園や街路樹、河川の緑は快適な
生活環境を維持する緑である。
・街路樹の連続性や都市公園の配置が不足している
箇所がある。
・西尾市中心市街地周辺では地表面温度が過去より
上昇しており、それを緩和する緑が重要となる。
・保育園の園庭芝生化が推進されている。

【社寺林、西尾城址】

【矢作川・矢作古川等の河川】
・都市の骨格を形成する緑である。
・河川及びその周辺は、良好な自然
環境を有しており、生物の生息空
間となっている。

・優れた歴史的風土を有するとともに、快
適な生活環境を維持する緑である。

■
■
■
●

■

都市公園
生産緑地
優良農地
社寺林
良好な動植物

【茶畑】

【八ツ面山公園】

・茶畑は日本有数の生産量を
誇る優れた農業地である。

・市街地に近接したまとまりあ
る緑となっている。

【生産緑地の緑】
・市街地における
環境保全に役
立つ緑である。

【市東部の丘陵地】
・都市の骨格を形成する緑
であり、また、多様な生
物の生息環境となってい
る。

【愛知こどもの国】
・緑の拠点となる広域的
な公園緑地

【養鰻池、一色干潟周辺】

【優良農地】

【三河湾国定公園の緑】

【社寺林】

・良好な植物群落が存在。
・一色干潟は日本の重要湿地
500 に選出されている。

・市街地周囲に広がる農
業振興地域農用地は、
都市の環境を守る緑で
ある。

・優れた自然環境である
とともに多様な生物の
生息地となっている。

・優れた歴史的風土を
有するとともに、快
適な生活環境を維持
する緑である。
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２）レクリエーション機能に関する分析・評価
レクリエーション機能を有する緑地の解析・評価は「自然とのふれあいと緑」
「日常圏にお
けるレクリエーションの場」
「広域圏におけるレクリエーションの場」に着目として緑地を抽
出し解析・評価します。
○ (良いところ)→貴重な資源、財産として保全・活用
△ (注意点、問題点)→今後、整備・育成が必要
項目

評価・解析
・山林、河川、水田、干潟、海岸、生産緑地等、多様な自然環境
に触れ合える場が市全域に多く存在している。

自然、歴史との
ふれあいと緑

・由緒ある歴史を有する社寺や城跡などが古くからの市街地や集
落に存在しており、本市の特徴の 1 つとなっている。
・
「西尾いきものふれあいの里」や「平原ゲンジボタルの里」では、
自然環境保全活動や環境学習の拠点として活用されている。
・都市公園は５5 箇所、地区の拠点となる公園として西尾公園や
一色海浜公園がある。
・都市基幹公園として運動公園が計画決定されているが約 8 割が
未整備の状況である。

日常圏における
レクリエーション
の場

評価
○
○

○

○

△

・１人あたり都市公園面積は 4.6 ㎡/人、都市公園等 18.3 ㎡/人
であり、配置は地域毎でばらつきかある。都市公園における愛
知県目標値である 7.9 ㎡/人には達していないが、都市公園等

△

の目標値 13.7 ㎡/人には達している。
・身近な公園が不足している地域では、点在する児童遊園や河川、
愛知こどもの国等の公共施設緑地がその機能を代替している。
・整備後 30 年以上経過している公園では施設の老朽化が見られ
る。
（７箇所）

○

△

・三河湾沿いの豊かな自然資源や社寺等の歴史資源が市内に散在
しており、広域圏におけるレクリエーションの場となっている。

○

愛知県でも有数の宿泊型観光レクリエーション地域である。
広域圏における
レクリエーション
の場

・特徴ある観光レクリエーション資源として、日本有数の抹茶の
生産地を背景とした稲荷山茶園公園、一色さかな広場、憩いの
農園（バラ園）
、西尾城址・華蔵寺等の史跡や社寺、三河湾国定

○

公園を中心とする海岸・島しょの海水浴場や潮干狩り場、吉良
温泉街等がある。
・近年、佐久島はアートによる島起こしで多くの観光客を集めて
いる。
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■解析・評価図(レクリエーション)
【住区基幹公園】
・西尾駅、上横須賀駅周辺の市街地は適正に都市公園が配置されている。その他では
不足している地域がある（
）
。それを補完するように、広場や社寺などが分布
している。
・３０年以上経過している公園（ ● ）が７箇所あり、一部の施設に老朽化がみられる。

【都市基幹公園等】
・西尾運動公園が開設されているが一部未供用である。
・矢作川、矢作古川沿いに広いオープンスペース※１やシンボルとなる公園がある。

【稲荷山茶園公園】

【西尾スポーツ公園】

・西尾市の産業特性を活かした公園で
あり、茶畑の風景が広がっている。

・総合体育館が配置されて
いる。計画区域の約 8 割
が未供用である。

【矢作川西尾緑地】

【西尾いきものふれあいの里】

・広い河川敷に対し公園利用
が進められている。

・環境学習の場として活用され
ている。

【平原ゲンジボタルの里】

【西尾市歴史公園周辺】

・地元参加でホタルを飼育
している。

・城址や資料館などがあり、
市を代表する歴史文化拠
点である。

【公園不足地】
・身近な公園が不足
している。

【三ヶ根山周辺】
・三河湾を一望できる
展望広場、ドライブ
コースがある。

【憩の農園・バラ園】
・年間 80 万人が来
訪する観光拠点で
ある。

【社寺の集中】
・由緒ある社寺が
集中している。

【一色さかな広場】
・年間 80 万人が来訪す
る観光拠点である。

ゴルフ場

【愛知こどもの国】
・広域型レクリエーション
拠点（県営）である。

【公園不足地】
・身近な公園が不足
している。

【吉良温泉・宮崎海岸周辺】
【佐久島】
・アートによる島おこ
しを展開している。

【一色海浜公園】
・地区のレクリエーション拠点として
活用されている。

・海水浴場や潮干狩り場、温泉街など
があり、愛知県でも有数の観光地で
ある。

※１ オープンスペース→都市または敷地内で、建造物の建っていない場所。空き地。
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３）防災機能に関する分析・評価
防災機能を有する緑地の解析・評価は「自然災害の防止」
「人為災害の危険防止」
「避難」
「多
様な防災活動拠点の確保」に着目して緑地を抽出し、解析・評価します。

○ (良いところ)→貴重な資源、財産として保全・活用
△ (注意箇所、問題点)→今後、整備・育成が必要
項目
解析
評価
・河川の河口部、三河湾沿いにあり、0ｍ地帯が多く、津波・
洪水等の水害を受けやすい立地である。
△
・南海トラフによる巨大地震想定では、三河湾沿岸で３〜6m
の津波高が予想されている。また、矢作川が氾濫した場合、
自然災害の危険防止
市北部の市街地で 2〜５m の浸水が想定されている。
・市街地周辺の農地は、水害を減災する遊水機能を有している。 ○

人為災害の危険防止

・東部の丘陵地は、保安林指定により保全対策がとられている。

○

・河川や市街地周辺の農地、社寺林等市街地内のまとまった樹
林、街路樹は、火災時の延焼防止、遅延機能を有している。

○

・延焼防止機能を有する街路樹が一部未整備である。

△

・大規模工場の緑化が行われており、大気汚染等の緩衝機能を
有している。

○

・都市公園は災害時における避難地や防災支援活動スペースと
しての機能を有している。

避難体系

多様な防災活動拠点の
確保

・地域防災計画により、地域ごとで避難場所が設置されており
避難困難地※１に該当する地域はない。
・近隣公園や街区公園等の身近な公園は、一時的な防災空間（オ
ープンスペース）として位置づけられ、一次避難地タイプと
身近な防災活動拠点タイプ※2 に区分される。身近な都市公園
が不足する一部の地域では一時的な避難の場が不足している
箇所がある。
・緑化された道路は火災時の延焼遮断帯となり、安全な避難路
を確保できる。
・地域防災活動拠点※3 として「愛知こどもの国」、地区防災活
動拠点※4 として「西尾公園総合グラウンド」
「一色海浜公園」
「横須賀公園」
「緑ケ崎野球場」が愛知県地域防災計画により
位置づけられている。

※１ 避難困難地

○

△

○

○

→市街化区域内にあって最終避難地までの避難距離が歩行距離で 2km を超える地
域。最終避難地まで 2km 以上であっても、2km 以内で市街化調整区域に達する
場合は困難地とはならない。
※２ 一時的な防災空間→一次避難地は、大震火災の災害発生時において、主として近隣の住民の一時的避
難の用に供する場所として位置づけられるものであり、概ね 500ｍ圏内に 1 箇
所の配置基準である（近隣公園、地区公園等が該当）。また、身近な防災活動拠
点は街区公園等が該当する。
※3 地域防災活動拠点→広域圏における防災活動拠点であり、面積は 3ha 以上を有する。本市では西三
河南部を対象に愛知こどもの国が位置づけられている。
※4 地区防災活動拠点→被災市町村内で設ける防災活動拠点であり、面積は 1ha 以上を有する。本市で
は旧市町単位で４か所が位置づけられている。
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■解析・評価図(防災)

【都市公園】
・災害時における一時的な避難や防災支援活動スペースとしての機能を
有している。

【街路樹】
・火災時の延焼防止機能、避難路機能を有している。

【一時的な防災空間（オープンスペース）が不足する地域】
■
■

都市公園
農地
保安林

・オープンスペースとしての一時的な避難スペースが不足している。

【工場外周部】
・緩衝緑地が整備されて
いる。

【西尾公園総合グラウンド】
・地区防災活動拠点

【一時的な防災
空間の避難圏域】
・一次避難地の避難
圏域である 500
ｍのエリアを明
示。 ( 市 街 化 区 域
内))
・都市公園
・学校

【横須賀公園】
・地区防災活動拠点

【東部の丘陵地】
・自然災害の危険防止
と し て保 安 林指 定
がされている。

【農地】
・水害時における
遊水機能を有し
ている。

【一色海浜公園】

【一時的な防災空間が不足する地域】

・地区防災活動拠点

・オープンスペースとしての一時的な避
難スペースが不足している。

【三河湾沿岸】

【愛知こどもの国】

【緑ケ崎野球場】

・南海トラフ巨大地震において、津波高が
3〜6m になると予想されている。

・地域防災活動拠点として
広域的な防災支援活動の
場として活用する。

・地区防災活動拠点
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４）景観形成機能に関する分析・評価
景観機能を有する緑地の解析・評価は「都市を代表する景観」
「地区や住区の良好な景観」
「優れた景観の眺望点」
「ランドマークとなる場」
「周辺要素」
「都市景観が必要な地区」に着
目して緑地を抽出し、解析・評価します。
○ (良いところ)→貴重な資源、財産として保全・活用
△ (注意箇所、問題点)→今後、整備・育成が必要
項目

解析

評価

・西尾市を代表する景観として、三ヶ根山等の山地や矢作川
等の河川、三河湾の海辺等の自然景観、田畑・茶畑・養鰻
池・漁港等の産業景観、西尾城址・社寺等の歴史景観があ
都市を代表する景観

○

る。
・地域の特徴ある歴史景観の要素であるお祭りとして、西尾
まつりや米津の川まつり、大提灯まつり、鳥羽の火祭りな

○

どがあり、代々受け継がれ実施されている。
・市内に点在する公園の緑や社寺林、街路樹は、緑の少ない
市街地において良好な景観を形成している。

○

地区の良好な景観
・緑のカーテンコンテスト等、市民の緑化意識の高揚に寄与
するイベントが市民と協働により開催されている。
優れた景観の眺望点

ランドマークとなる場所

・市東部に広がる丘陵地の展望スペースや「愛知こどもの国」
「八ツ面山公園」等は、優れた眺望点となっている。
・市街地を取り囲む山林や海辺の景観のシンボルとなる島し
ょは、市を代表するランドマークとなっている。
・市街地や農地、史跡等の背景となる樹林及び山林は、良好
な景観の形成に寄与している。

周辺要素

・遊休地化した農地や養鰻池、雑草が繁茂した廃線跡等は放
置しておくと景観の阻害要素となる。
・駅周辺や佐久島行船のりば周辺は、都市景観上重要な位置
にある。駅により景観の質にばらつきがある。

都市景観の創出が必要な
地区

・街路樹の未整備区間があり、連続性に欠けている箇所が見
られる。
・市街地内の緑化されていない河川・水路は、無機質な印象
を与えている。
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■解析・評価図(景観)
【都市公園】
【西尾駅前周辺】

・市街地内の緑の拠点であり、地区
の良好な景観となっている。

【米津の川まつり】
・花火大会の開催

・都市景観の創出が必要
な場所である
・良好な駅前景観を呈し
ている。
■
■

【西尾市歴史公園周辺】
・本市の歴史を代表する景観を呈している。
・趣のある散歩道が整備されている。

【矢作川・矢作古川等の
河川】

●

都市公園
優良農地
社寺林

・都市を代表する景観で
あり、景観軸を構成し
ている。

【八ツ面山公園】
・ランドマークとなる景観
であると共に、市街地を
見下ろす眺望点として機
能を有している。

【茶畑】
・茶畑は日本有数の生産量
を誇り、地域の特徴ある
景観を構成している。

【西尾まつり】
・約 400 年の歴史を持つ

【鳥羽神明社 火祭り】
・天下の奇祭として有名で
ある

【社寺林】
・地区の緑の拠点と
して良好な景観を
呈している。

【市東部の丘陵地】
・都市を代表する丘陵地
の景観である。

【三河一色大提灯まつり】
・約 450 年の歴史を持つ。

【吉良吉田駅前周辺】
・都市景観の創出が必要な
場所である。

【佐久島行船のりば】
・観光客を迎え入れる都市
景観の創出が必要な場所
である。

【農地】

【愛知こどもの国】

・市街地周囲に広がる農業振興地域
農用地は、まとまりのある領域景
観を形成している。

・緑の拠点となる広域的
な公園であり、眺望点
でもある。

【街路樹】
・連続性にかける区間が
一部ある。

【三河湾国定公園の緑】
・風光明媚な海岸景観が続いている。
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５）市民意向に関するまとめ
新総合計画の策定にあたって行われた市民意向調査から、本計画の策定に関する事項を以
下に整理した。
○ (良いところ)→貴重な資源、財産として保全・活用
△ (注意箇所、問題点)→今後、整備・育成が必要
まとめ
西尾市に住み続けたいと思う理由として、
「緑が多いこと」が挙げられる

西尾市に住み続けたいとは思わない理由として「都市基盤が整備されていないこと」
が挙げられる

評価
○

△

公園緑地の整備や環境問題への対策に対する市民の満足度は低い

△

新たな整備を進めるよりも、既存の資源を保全活用していきたいという意見が多い

○

災害に対する安全性を重要視する意見が多い

△

公園緑地や街路樹、学校など公共施設の緑を守りたい・増やしたいとする意見が多い

○

全体の２/３以上の人が地域の活動に参加しており、大半の人が緑化活動への参加を
希望している
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２−２ 課題の整理
解析・評価結果をふまえ、課題を整理する。
『自然環境の保全と水と緑のネットワークの形成』
 良好な自然環境の保全と生態系ネットワークの形成
・ 西尾市の緑の骨格は、東部の丘陵地と河川、農地、三河湾沿いの海岸などから構成され
ており、それらは多様な動植物の生息地となっています。それらの自然資源は、本市の
特徴の基盤となるものであり、保全し後世に良好な状態でつなげていくことが重要です。
・ これらの緑を保全するためには、法による担保を確保するだけでなく、維持管理なども
適宜行い、育て守っていくことが重要です。
 歴史資源と一体となった緑などの快適な生活環境の創出に資する緑の保全
・ 西尾市は、由緒ある歴史を有しているまちであり、多くの寺社や天然記念物が市域に存
在しています。それらは良好な樹林地が一体となっているものも多く、生活環境に潤い
をもたらしています。また、市街地には、公園や公共施設の緑があります。それらの緑
地資源の保全を行い、快適な生活環境の創出を図っていく必要があります。
 都市環境負荷軽減に役立つ緑化の推進
・ 西尾市の市街地は農地や河川、丘陵地に囲まれており恵まれた自然環境にありますが、
市街化が進む西部の市街地では地表面温度の上昇が見られます。緑は、ＣＯ2 を吸収し、
地表面温度を下げる機能を有しています。そのような緑を増やすためには、緑は身近な
ものであり、街路樹や民有地での緑化など市民と協働で推進していくことが必要です。
『身近な都市公園の整備・改修と既存レクリエーション資源の活用』
 身近な公園の不足地域への都市公園の計画的整備
・ 市街化区域に都市公園の配置は適宜進められていますが、偏った配置になっている地区
も見られます。防災面も考慮し、バランスの取れた配置を検討する必要があります。
 老朽化した公園の改修
・ 都市公園は、少子化や高齢化といった社会情勢や老朽化による施設の劣化など、公園に
よっては改修が必要なものが発生しており、計画的な改修、長寿命化対策を実施してい
く必要があります。
 公園緑地資源のネットワーク機能向上による魅力づくり
・ 西尾市には数多くのレクリエーション資源が存在しており、それらの資源のネットワー
ク化による魅力向上を図っていくことが有効です。たとえば、
「一色さかな広場」や「憩
の農園」など、年間数多くの利用者が来訪する施設があり、それらとのネットワーク化
により、市全体の観光レクリエーション機能をアップさせ、交流の機会を増やしていく
ことが考えられます。
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 自然とのふれあいの場、環境学習の場、交流・生きがいの場として公園の活用や運営の充実
・ 公園は、体験志向、本物志向、自然志向が求められる時代にあって、自然とのふれあい
の場、環境学習の場、交流・生きがいの場としての役割が増しています。本市でも、
「西
尾いきものふれあいの里」では環境学習プログラムを組み込んだ活動などが行われてい
ます。また、
「平原ゲンジボタルの里」では、地元の小中学生の参加の元、ホタルの飼育・
保存に取り組んでいます。市民と行政の協働により公園等を市民活動の場として活用し、
公園の運営の充実を図っていくことが求められています。
『災害に役立つ緑の保全、整備』
 公園緑地の整備による市街地や海岸・河川周辺の避難機能向上
・ 市民アンケートでは、災害に対する安全性を重視する意見が上位を占めています。近年
の地震災害の動向も踏まえ、安心で安全な市民の暮らしに役立つ公園緑地の整備を推進
する必要があります。本市は、三河湾沿いや矢作川沿いにあり、津波や洪水の水害を受
けやすい立地であり、公園緑地整備においても、避難スペースや安全な避難空間等の避
難機能の向上が求められます。
 遊水機能を担う農地の保全
・ 農地は、遊水機能を有しており、水害時に役立つ緑です。生産機能だけでなく防災面、
環境面からも農地の保全が必要です。
 工場緑化の推進
・ 市街地の東部に大規模な工場が稼動しており、周辺の緑豊かな樹林地との景観調和が図
られた緑化が実施されています。今後においてもそれらの維持保全や周辺地域への積極
的な森づくり活動への参画など地域環境と融合した工場緑化の推進を図っていくことが
望まれます。
 延焼防止機能を有する街路樹の整備
・ 街路樹は、火災時において延焼防止機能を有しています。避難路として活用する歩道に
街路樹を整備し、避難機能の向上を図る必要があります。
『西尾市の風格を形成する緑の景観保全と創出』
 市を代表する景観や身近な緑の保全・整備
・ 西尾市は広い市域を有しており、西部の平坦地から東部の丘陵地まで、特徴ある景観が
存在しています。代表する景観としては、三ヶ根山等の山地景観、矢作川等の河川景観、
海水浴・潮干狩り等三河湾の海辺景観、田畑・茶畑・養鰻池・漁港等の産業・田園景観、
西尾城址・社寺・祭り等の歴史景観があります。それらの特徴的な景観を背景に人々の
営みやまちの景観が重なり、西尾市らしい緑が形成されています。身近な緑を連携させ
て緑のネットワークを形成し、市全体の緑豊かな潤いある景観の創出を図っていくこと
が重要です。
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 街路樹の整備、維持管理
・ 街路樹は一部連続性が欠けており、都市の風格を形成する緑として繋げる必要がありま
す。
 駅前等の都市景観上重要な拠点や公共施設及び民有地の緑化
・ 駅前等の景観は、来訪者が最初に目にする場所であり、景観上重要な地区となります。
西尾市の風格が感じられる手法で修景を行うとともに、公共施設は民間のお手本となる
ような緑化を推進する必要があります。
『市民協働による緑化推進や公園活用の推進』
 各種支援制度の PR と活用の推進
・ 西尾市では、緑化推進条例に基づく樹木保存や都市緑化推進基金による緑化推進が市民
を取り込んで進められています。しかしながら必ずしも市民に活用されておらず、今後
一層のＰＲを実施していく必要があります。
 市民協働による緑化推進やイベントの開催、公園整備・維持管理への取り組み拡大
・ 西尾市では、緑化に関する市民団体が積極的に活動しており、
「緑のカーテン講座」や「緑
のカーテンコンテスト」等が実施されています。こうした取り組みを基盤に、市民協働
による緑化推進や緑化イベントの開催、公園整備・維持管理への取り組み拡大を図って
いくことが必要です。
 緑の組織づくりや人材の育成
・ 市民活動の場としてのかかわりをきっかけに、緑にかかわる組織づくりを行い、次の世
代に継続的につなげていく必要があります。
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■課題図
課題枠の色凡例

■
■
□
■

「自然環境の保全と緑のネットワークの形成」を図る緑
「身近な都市公園の整備改修と既存レクリエーション資源の活用」を図る緑
「災害に役立つ緑の保全、整備」を図る緑
「西尾の風格を形成する緑の景観保全と創出」を図る緑
【老朽化した公園の改修整備】
・凡例 ●

（全体） 市民協働による緑化推進や公園活用の推進

【未供用公園の整備推進】
・西尾スポーツ公園、古川緑地、
矢作川西尾緑地等

【工場外周部の緑化】
・緩衝機能、景観保全の
ため、工場緑化の推進

【西尾公園の活用】
・西尾市を代表する公園としての運営管理の充実
・地区防災活動拠点として機能強化
・市民活動の場としての活用推進

【緑のネットワーク整備の推進】
・道路や河川を活用し、緑のネットワークの連続
性を高め、公園やレクリエーション資源をつな
ぐ。
●街路樹の整備
・連続性の確保と適正な維持管理
・延焼防止機能を考慮した避難空間としての活用
●矢作川・矢作古川等の河川
・都市の骨格を形成する緑、生物の生息環境とな
っている緑の保全
【公園緑地資源ネットワークの形成】
・観光レクリエーション機能の向上や都市の魅力
づくりへの対応
【市街地内の緑化推進】
・都市環境負荷軽減に役立つ公共施設（学校、公
共施設、道路、河川）や民有地の緑化を推進
・都市景観上重要な拠点の緑化の推進（駅周辺、
佐久島行船のりば周辺、公共施設等）

【公園や防災空間（オープンスペース）不足地域に
おける公園整備の推進】
・一時的な防災空間となる公園等の整備が必要
【社寺林、生産緑地の保全】
・市街地内の貴重な緑空間と
して保全

【西尾いきものふれあいの里の活用】
・環境学習の拠点として保全・活用

【憩の農園の活用】
・バラ園は人気施設の 1 つであり、
レクリエーション資源として活用

【平原ゲンジボタルの里の活用】
・環境学習の場として保全・活用
【市東部の丘陵地の保全】
・都市の骨格を形成する緑、多様な生物の生息環境として保全

【農地の保全】
・農地は市街地を囲む
良好な緑地
・水害時における遊水
機能を有している

【愛知こどもの国の活用】
・緑の拠点、地域防災活動拠点となる
公園であり、活用を推進
【緑ケ崎野球場の活用】
・地区の緑の拠点、地区防災活動拠点
として機能強化

【一色海浜公園の活用】
・地区の緑の拠点、地区
防災活動拠点として
機能強化
・一色さかな広場と連携
した活用の推進

保全・活用が必要
整備が必要

【三河湾国定公園の緑の保全】
・優れた自然環境であるとともに多様な
生物の生息地となっている緑の保全

【一色干潟周辺の保全】
・良好な湿地環境の保全

【横須賀公園の活用】
・地区の緑の拠点、地区防災
活動拠点として機能強化

【公園や防災空間（オープンスペース）
の不足地域における公園整備の推進】
・一時的な防災空間となる公園等の
整備が必要

■
■
■
●
■
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現況分析結果のまとめ

西尾市の 緑の 現況

上位関連計画・現況分析・市民意向から西尾市の緑の現況をまとめると、以下のようになります。
今後の計画の方向性を検討するに当り、以下のように分類しました。
●(良いところ)→貴重な資源、財産として保全・活用

現況を踏まえて、以下のように西尾市の緑の課題を設定します。

▲(注意点、問題点)→今後、整備・育成が必要

緑の４機能の分析・評価のまとめ

＜環境保全＞
●矢作川や東部の丘陵地により緑の骨格が形成されている
●山林・農地・河川・干潟・三河湾沿いの海岸・社寺林等、優れた自然環境に恵まれ、それらは多様な生物の生息地と
なっている
●市街地内の快適な環境を維持する緑として社寺林や街路樹、河川、都市公園、民有地等の緑が存在している
▲西部の市街地において地表面温度の上昇がみられる
●「西尾市緑化推進条例」や「西尾市緑化基金」
「あいち森と緑づくり都市緑化」による樹木保存や緑地保全・都市緑化
に関する支援制度がある
●支援制度を活用して、園庭の芝生化等が進められている
●緑化に関して補助金を受けている団体が４団体あるなど、市民の環境保全活動が増えている
＜レクリエーション＞
●都市公園は５5 箇所、地区の拠点となる公園として西尾公園や一色海浜公園がある
▲１人あたり都市公園面積は 4.6m2/人と不足し、配置にもばらつきがある。都市公園等は 18.3 m2/人で充足してい
る※
▲身近な公園の不足地域がある
▲整備後 30 年以上経過した公園もあり施設の老朽化が見られ、今後施設の改築費用や維持管理費用の増大が懸念され
る
＜防災＞
●地域防災活動拠点として愛知こどもの国、旧市町単位で１箇所ずつ地区防災拠点の位置づけがある
●都市公園は災害時における避難や防災支援活動スペースとしての機能、市街地周辺の農地は水害時における遊水機能、
河川・農地・社寺林の緑は火災時における延焼防止機能、大規模工場内の緑地は騒音や大気汚染等における緩衝機能
を有している
▲矢作川の河口部や三河湾沿いは海抜 0ｍ地帯が多く、津波・洪水等の水害を受けやすい立地となっている
▲延焼防止機能を有する街路樹が一部未整備である
▲一時的な防災空間（オープンスペース）の不足地域がある
＜景観形成＞
●西尾市を代表する景観として、山地・河川・海辺等の自然景観、茶畑・養鰻池等の産業景観、西尾城址・社寺・祭り
等の歴史景観がある。
●市街地内の良好な景観を有する緑としては、公園の緑、街路樹や社寺林がある
▲街路樹の未整備区間があり、連続性に欠けている箇所が見られる
▲駅周辺や佐久島行船のりば周辺は、都市景観上重要な位置にあるが、良好な景観を呈していない箇所がある
▲遊休地化した農地は景観の阻害要素となっている
●市全域を見下ろす良好な眺望点がある
●緑のカーテンコンテスト等、市民の緑化意識を高揚させるようなイベントを市民と協働で開催している

市民意向

●西尾市に住み続けたいと思う理由として、
「緑が多いこと」が挙げられる
▲西尾市に住み続けたいとは思わない理由として「都市基盤が整備されていないこと」が挙げられる
▲公園緑地の整備や環境問題への対策に対する市民の満足度は低い
●新たな整備を進めるよりも、既存の資源を保全活用していきたいという意見が多い
▲災害に対する安全性を重要視する意見が多い ●公共の緑に対する意識が高く、大半の人は緑化活動への参加意向がある

※１

西尾市の 緑の 課題

『自然環境の保全と水と緑のネットワークの形成』
 良好な自然環境の保全と生態系ネットワークの形成
 社寺等歴史資源と一体となった緑や快適な環境の創出に資する緑
の保全
 都市環境負荷軽減に役立つ緑化の推進

『身近な都市公園の整備・改修と既存レクリエーション資源の活用』
 身近な公園の不足地域への都市公園の計画的整備
 老朽化した公園の改修
 公園緑地資源のネットワーク機能の向上による魅力づくり
 自然とのふれあいの場、環境学習の場、交流・生きがいの場とし
ての公園活用や運営の充実

『災害に役立つ緑の保全、整備』
 公園緑地の整備による市街地や海岸・河川周辺の避難機能向上
(一時的な防災空間（オープンスペース）確保、安全な避難空間等)
 遊水機能を担う農地の保全
 工場緑化の推進
 延焼防止機能を有する街路樹の整備

『西尾市の風格を形成する緑の景観保全と創出』
 市を代表する自然景観や産業景観、歴史景観の保全・整備
 街路樹の整備、維持管理
 駅周辺等の都市景観上重要な拠点や公共施設及び民有地の緑化
 遊休化した農地の活用
 良好な眺望点の維持

『市民協働による緑化推進や公園活用の推進』
 各種支援制度の PR と活用の推進
 市民協働による緑化推進やイベントの開催、公園整備・維持管理
への取り組み拡大
 緑の組織づくりや人材の育成

住民一人あたりの都市公園の敷地面積の標準は、
「都市公園法施行令 第一章第一条のニ」において、一の市町村の区域内で住民一人あたり 10 ㎡以上、市街地内で 5 ㎡以上とされています。

2−１５

