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２.上位計画等関連計画の整理
１）愛知県広域緑地計画（平成 23 年度策定、目標年次平成 32 年、愛知県）

（１）位置づけ
一つの市町村を超える広域的な見地から、緑に対する考え方、骨格となる緑地、目標
などを示すもの。市町村が策定する「緑の基本計画」の指針となる。
（２）計画の理念
都市と自然が調和した環境にやさしいあいちの緑づくり
（３）基本方針
計画の理念を踏まえ、
「環境」
「安全」
「活力」
「生活」の各分野において、広域的な緑
のあり方を定め、具体的な施策の展開を図るとしている。
項目

基本方針の内容

都市と自然が調和した環境首都を支える水と緑のネットワーク形成
広域的な緑のあり方

環境

○都市を取り巻く大規模な樹林地や都市を流れる大河川沿いの緑地の保全
○生態系ネットワ一クを形成するコアエリア、コリドーの確保
緑づくりの方針
■広域的な緑地や河川空間などによる山から海までの水と緑のネットワークの形成
■水と緑のネットワーク形成における生物多様性への配慮
■ヒートアイランド現象を緩和するまちなかの緑の確保
■万博理念を継承・発展する環境学習の推進
■環境配慮の視点に立った緑化の推進と新技術の活用

東海・東南海・南海地震等の自然災害による被害を軽減する緑の確保
広域的な緑のあり方
安全

○東海・東南海・南海地震や風水害等の被害を軽減する緑の確保
緑づくりの方針
■東海・東南海・南海地震等の被害を軽減する緑の確保
■風水害による被害を軽減する緑地の保全

愛・地球博記念公園などの緑の交流の場づくりやあいちの歴史・景観資源を活か
した緑の確保
広域的な緑のあり方
活力

○広域的な交流拠点となる緑の確保
○地域の歴史・景観資源となる特色ある緑の保全
緑づくりの方針
■交流の場となる緑の確保
■歴史・景観資源となる緑の整備・保全
■多様な主体で支えあう魅力ある緑づくり

生活

少子高齢社会に対応し健康長寿あいちを目指す公園づくり
広域的な緑のあり方
○多様な主体の身近な緑の充実による、河川を軸とした市街地内の水と緑のネットワークの形成
○緑道、広域公園、都市基幹公園等の整備による健康づくりの場となる緑の確保
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緑づくりの方針
■歩いて行ける身近な公園の確保
■健康づくりのできる公園等の創出
■人にやさしい公園施設の整備
■公園に対する新しい二一ズヘの対応
■公園・緑地の質の向上

また、施策を展開するに当たって、全ての分野において県民協働による緑づくりを進
めるとしている。

公共・県民・NPO・モノづくりあいちの企業など、多様な主体で支えあう県民協働に
よる緑のまちづくり
県民協働の関連事項
県民協働
の
展開方針

○環境：・助成方策や緑化地域制度等の義務付け、優良な緑化事例の顕彰による民
有地緑化の普及・拡大
・環境学習の推進と県民参加による植生管理やビオトープづくりなどの環
境学習の機会創出
○安全：・地域住民や企業等による防災活動の場、あるいは災害に強い地域コミュ
ニティ形成の場としてのオープンスペースの活用
○活力：・環境学習の場、多彩な交流の場としての愛・地球博記念公園の活用
・緑化の情報提供やイベントの開催による、公園の整備・管理・運営にお
ける県民参加や交流の取組推進
・優良な緑化活動の顕彰。県民が行う花壇作りや植樹についての人材育成
・愛･地球博記念公園における「公園マネジメント会議」の運営
○生活：・
「あいち森と緑づくり事業」等による県民の自主的な緑化活動の支援

（４）具体的な施策
項目

環境

安全

活力

生活

具体的な施策の内容
○良好な緑地の保全（保全配慮地区等の指定）
○河川や道路等を活用し、生態系に配慮した水と緑のネットワークの形成
○都市環境や生物多様性を保全する都市公園の整備
○緑化地域制度等の活用
○民有地の緑化（屋上・壁面・敷地・駐車場の緑化）
○都市環境を改善する公園の確保（小規模な公園・緑地の確保）
○公有地の緑化（公共施設用地の緑化）
○愛・地球博記念公園などでの緑に関する環境学習の推進
○自然観察に配慮した樹林地、園路、水辺等の整備
○緑化に関する新技術の活用
○防災公園の整備
○延焼防止、避難地となる緑地の確保（小規模な公園・緑地の確保、街路樹の健
全化）
○水源かん養、土砂災害防止となる緑地の保全（保全配慮地区等の指定）
○愛・地球博記念公園などにおける県民協働の多彩な交流の推進
○緑豊かな歴史・景観資源を形成する緑地の保全（景観地区や保全配慮地区等の
指定）
○公園管理におけるパークマネジメントの考え方の導入
○都市公園等の整備（広域公園、都市基幹公園等）
○歩いて行ける身近な公園の確保（小規模な公園・緑地の確保）
○「歩く」
、
「運動」による健康づくりを支える緑の創出
○公園施設のバリアフリー化の推進
○ドッグラン、デイキャンプ場、生涯学習等の新たなニーズに対応した公園・緑
地の整備
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（５）リーディングプロジェクト
■地球温暖化防止・ヒートアイランド現象の緩和の視点
○都市公園の整備
○民有地緑化の推進
○緑の基本計画制度を活用した広域的な緑地保全の推進
○緑化地域制度等の活用
■生物多様性の保全についての視点
○生物多様性に配慮した水と緑のネットワーク形成
■防災についての視点
○防災対策に役立つ都市公園の配置と防災機能の充実
■生活の質の向上についての視点
○まちなかの身近な公園や民有地の緑の確保
■環境保全意識の向上についての視点
○環境学習の推進
■公園の管理運営についての視点
○パークマネジメントの導入

（６）緑の保全・創出を図る地域

（７）将来目標
○都市計画区域及び市街化区域の緑被の減少速度→計画以前に比べて半減
○緑の確保や創出面積→350ha
○1 人あたり都市公園面積→7.9m2/人
○1 人あたり都市公園等面積→13.7m2/人
○県民参加による「ふるさとの森づくり」の実施数→２０箇所
○緑の基本計画策定市町村数→51 市町村
○景観計画策定市町村数→15 市町村
○県営都市公園の年間利用者数→800 万人/年
○パークマネジメントプランを作成する県営都市公園数→9 公園
○市民団体等との協働により管理運営する県営都市公園数→7 公園
○市民団体等が主体的に取り組む県営都市公園での活動回数→2,100 回/年
○生物多様性の保全・再生・創出計画を作成する県営都市公園数→7 公園
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２）あいち自然環境保全戦略（平成 21 年 3 月策定、目標年次平成 37 年、愛知県）
（１）位置づけ
愛知県の地域特性を踏まえ、長期的な視点から県土の将来像を掲げ、その実現のため
の施策・取組を、「生物多様性の保全」「生物多様性の持続可能な利用」「生物多様性を
支える基盤づくり」の三つの柱からなる行動計画として取りまとめたものです。

（２）将来像
「恵み豊かな生物多様性を育む地域づくりを通して、人と自然との共生を実現する」

（３）目標
①多様な自然と豊かな生命のつながりが育まれていること（生物多様性の保全）
②将来の世代にわたって生物多様性の恵みを分かち合うこと（生物多様性の持続可能
な利用）
③多様な主体の協働により自然との共生が守り伝えられていること（生物多様性を支
える基盤づくり）

（４）西尾市域における位置づけ
県土レベルの生態系ネットワークの形成イメージ（次ページ参照）において、西尾市
は、
「あいち里山ネットワーク軸※注」の一部に位置づけられ、市内には、県内 41 箇所
中、5 箇所のコアエリアがあります。
分類
平野コアエリ
ア
里地里山コア
エリア

沿岸域エコエ
リア

コアエリアの概
要
河畔林や集積性
の評価が高い地
域
樹林地・農地・
ため池など多様
性の評価が高い
地域
藻場・干潟・自
然海岸などがま
とまっている地
域

市内のコアエリア名

関連する具体的な行動計画

矢作川コアエリア

・生態系に配慮した河川改修・整備の推
進 等

西三河南部コアエリア

・青鳥山（自然環境保全地域）の維持・
管理 等

矢作川河口、一色吉良、三 ・三河湾国定公園の保全と安全で快適な
河湾島嶼
利用推進
・一色干潟等、砂浜・干潟・藻場等自然
海岸の保全・再生
・三河湾の里海再生の推進 等

注）あいち里山ネットワーク軸：奥山と平野地域の境界上に位置する里地・里山地域をつ
なぐ県土生態体系の脊梁となる軸
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（５）愛知県の生態系ネットワーク形成のイメージ
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３）美しい愛知づくり景観資源（平成 20 年 3 月指定、愛知県）
（１）位置づけ
美しい愛知づくり景観資源は、
「美しい愛知づくり条例」
（平成 18 年条例第 6 号第７
条）にもとづいて指定が行われました。

（２）美しい愛知づくり景観資源
愛知県では、魅力ある地域づくりのために、良好な景観形成が必要と考え、
「美しい愛
知づくり」を推進しており、平成 19 年９月から 11 月にかけて、県民から地域の良好
な景観を広く募集し、612 箇所の景観を「美しい愛知づくり景観資源 600 選」として、
指定しました。

（３）西尾市における景観資源
本市においては、以下に示す 41 箇所が景観資源に指定されています。川や島、桜並
木など美しい自然景観、祭などの歴史文化景観、茶畑やノリ漁場など産業景観が数多く
指定されています。
1．岩瀬文庫

西尾市亀沢町
6．大提灯祭り

一色町一色
11．佐久島西港

一色町佐久島

2．西尾の茶畑

西尾市上町稲荷山
7．お八つ、あげるよ
（矢作古川西堤防）

矢作古川西堤防
12．筒島（別名 弁天
島）

一色町佐久島

3．牟呂城

西尾市室町上屋敷
8.．川とともに

一色町松木島

4．室神明社の御櫃
割

西尾市室町上屋敷
9．黒壁と猫

一色町佐久島

13．ノリそだ光る

14．八日講まつり

一色町小薮

一色町佐久島
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5．室町の天王祭り
（鳥居ふるい）

西尾市室町中屋敷
10 ． 佐 久 島
女子岩

大島

一色町佐久島
15．饗庭のお不動山

吉良町饗庭
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16．国宝「金蓮寺弥
陀堂」の雪化粧

17．新緑の茶畑

18 ． 夏 も 近 づ く 茶 摘
み

19．網を潜ってノリ採
り作業

吉良町吉田

20．輝くノリ漁場

吉良町饗庭

吉良町宮迫

吉良町宮迫

21．ノリの種付けをす
る朝

22．色鮮やかな町の
花 ツツジ

23．美しく照らし出さ
れる黄金堤の桜

吉良町吉田

吉良町津平

吉良町瀬戸

吉良町荻原

吉良町吉田

26．吉良仁吉を偲ん
で～仁吉まつり～

27．吉良ワイキキビ
ーチ

28．鯉のぼりが泳ぐ
古城公園

29．工業団地からの
眺め

30．桜越しに広がる
三河湾

吉良町上横須賀

吉良町宮崎

吉良町駮馬

吉良町友国

吉良町乙川

31．水路沿いに咲く
桜

32．初日の出 恵比
寿海岸からの眺め

33．バンド（海藻）を
採る老人

34．２人の新年に登
る初日の出

吉良町白浜新田

吉良町宮崎

吉良町吉田

吉良町宮崎

36．夕日に揺れるス
スキ

吉良町荻原

37．あじさいライン

西幡豆町、東幡豆町

38．弘法山のさくら

西幡豆町

41．並木道

西幡豆町
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24．糟谷邸の紅葉

39．三ヶ根山から見
た三河湾

寺部町他

吉良町吉田
25．家族の潮干狩

35．薬師堂と桜

吉良町乙川
40．鳥羽の火祭り

鳥羽町
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４）西三河都市計画区域マスタープラン （平成 23 年 9 月、愛知県）
（１）目標年次
本方針は、基準年次を平成 22 年として、概ね 20 年後の都市の姿を展望したうえで
都市計画の基本的方向を定めます。なお、市街化区域の規模や都市施設の整備目標など
については、10 年後の平成 32 年を目標年次として定めます。
（２）魅力
「広域交通体系による利便性をいかした製造業の集積、南部の特色ある産業」
「市街地の背景に広がる自然環境を有する水と緑の空間、南部に分布する観光・レクリエーショ
ン資源」
（３）都市づくりの基本理念
「豊かな自然の中で、自立した生活圏と産業が連携して活力を生み出す都市づくり」
（４）将来都市像
・中心市街地や主要な鉄道駅の周辺では、まちなか居住が進んでいます。郊外では、恵まれ
た環境と共生した住宅地が形成され、多様な世代のふれあいや魅力と活力ある暮らしが生
まれています。
・矢作川や境川をはじめとする河川、南部の海岸、東部に広がる森林、市街地周辺の農地な
ど、市街地内や市街地周辺の水と緑の活用と連携が図られ、快適な暮らしが生まれていま
す。
・南部では、自然環境や新鮮な海産物などが観光資源としていかされ、広域的な観光・レク
リエーションの地として多くの人々が訪れ、にぎわいや交流が生まれています。
・自然環境が保全されるとともに、地震、水害、土砂災害などへの対策が講じられ、安全な
暮らしが確保されています。
・行政、住民、自治組織、企業、NPO などの多様な主体が協働したまちづくりが進み、地
域のニーズに対応した良質な地域社会が形成されています。
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（５） 将来都市構造図



市街地において特に配慮すべき土地利用の方針（2/2）
区分

方針

カ 都市内の緑地

・市街地の環境に潤いを与え、住民の憩いの場として貴重な空間となっている樹林、

または都市の 風

社寺境内林などの緑や水辺の保全と活用を図ります。良質な市街地の環境や風致な

致の維持に関 す

どを確保するために保全することが望ましい緑地は、特別緑地保全地区、風致地区

る方針

または緑地保全地域などを活用し、保全を図ります。
・良好な都市環境を形成するために、緑地協定などを活用し、民有地内における緑の
保全や創出を図ります。

キ 都市の防災性

・延焼や浸水被害の防止、避難路の確保などに配慮した適正な土地利用の規制・誘導

の向上に関す る

を推進することで無秩序な市街地の形成を防止し、防災性の高い市街地の形成を図

方針

ります。
・都市基盤施設が不足する密集市街地においては、都市基盤施設の整備や避難路など
の確保により、災害に強く安全な市街地の形成を促進します。
・土地の高度利用を図る市街地や一般商業地については、防火地域や準防火地域の指
定を促進し、都市の不燃化を図ります。
・その他の河川流域においても、新たな市街地の開発にあたっては雨水の流出を抑
制する調整池の設置など総合的な治水対策を引き続き推進し、都市の防災性の向
上を図ります。
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① 主要な都市計画の決定等の方針＜自然的環境の整備または保全＞（本計画に関する方針）


基本方針
・都市公園をはじめ、丘陵地や社寺境内の樹林地、市街地周辺の農地、河川や海岸の
水辺など、住民にとって身近な自然的環境の整備や保全を促進します。
・河川や道路空間の活用も図りつつ、都市公園を拠点とした自然的環境インフラネッ
トワークの形成を図ります。



都市公園の整備水準の目標
・平成 20 年度末の区域住民１人あたりの都市公園面積は 7.0 ㎡/人です。平成 32
年における区域住民１人あたりの都市公園面積を、平成 20 年度水準の 1.1 倍まで
引き上げることを目標とします。



主要な緑地の方針
区分

方針

ア 環境保全系統

・都市の骨格を形成する緑地として、東部から南部にかけて広がる樹林地や森林、矢作
川沿いの緑地の保全が必要です。希少種や地域固有の動植物を保護するため、緑地、
南部の自然海岸などの保全が必要です。また、西尾市の神明社の大シイなど学術上の
価値が高い緑地の保全が必要です。
・市街地では、矢作川などの風の通り道に配慮しながら都市の高温化を緩和する公園や
緑地の確保が必要です。さらに、建物の緑化や良好な緑陰を創出する並木の形成が必
要です。
・良好な緑地や水辺を保全することで、希少種や地域固有の動植物の保護を図るととも
に、自然的環境インフラネットワークの形成により、開発などで分断された生物の生
息・生育空間の連続性の確保が必要です。

イ レクリエーシ
ョン系統

・多様な世代の人たちが、健康づくりやスポーツ活動、自然とのふれあい、広域的な交
流や情報発信を行うため、広域公園、都市基幹公園などの整備や保全が必要です。
・自家用車に過度に依存しない身近な生活圏を構築するため、高齢者や子どもが歩いて
いけるような近距離に防犯性や安全性にも配慮した身近な公園が必要です。

ウ 防災系統

・公園の配置計画では、災害時において安全な避難活動、円滑な救援復旧活動の機能、
延焼防止の機能が効果的に発揮できるように配慮することが必要です。地域防災計画
における公園の位置づけに応じて、防災施設の整備が必要です。
・災害時に広域的な避難活動や救助・復旧活動の拠点となる公園などでは、防災機能の
確保が必要です。土砂災害の発生を抑制する北東部や南部の丘陵地に広がる樹林地や
森林、浸水被害を軽減する役割を担う市街地周辺の農地の保全が必要です。

エ 景観構成系統

・市街地と一体となって良好な景観を形成し地域の魅力となっている、三ヶ根山をはじ
めとする山地、丘陵地の里山、河川や海岸沿いの緑地の保全が必要です。地域の歴史・
景観資源となる特色ある緑を確保するため、西尾城跡などの歴史・文化遺産と一体と
なった緑地の保全や公園などの整備が必要です。



実現のための具体の都市計画制度の方針
・都市公園などの施設緑地や特別緑地保全地区などの地域制緑地を都市計画に位置づ
け、その整備または保全を促進します。



主要な緑地の確保目標
・概ね平成 32 年までに整備を予定する主要な都市公園などは以下のとおりです。

都市公園の種類・種別
その他

名称等
八ツ面山公園、古川緑地
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５）第７次西尾市総合計画（案） （平成 24 年 12 月、西尾市）
（１）計画の性格
① 市の最上位計画であり道しるべとなる“まちづくりの羅針盤”
② 市民の参画と行政との協働による“行動指針”
③ 計画的なまちづくりの達成状況を測る“進行管理のものさし”
（２）計画の構成と期間
① 基本構想
・平成 25 年度を初年度として平成 34 年度を目標年度
② 基本計画
・平成 25 年度を初年度として平成 34 年度を目標年度
③ 実施計画
・向こう 3 年間で実施する具体的な事業内容
（３）西尾市のまちづくりの課題
① 多様な地域資源を活かした地域の魅力づくり
② 交流を支える交通ネットワークづくり
③ 企業誘致と産業の付加価値の向上
④ 定住しやすい安全安心な暮らしの実現と自然環境への配慮
⑤ 少子高齢化社会への対応
⑥ 次代を担う人づくり
⑦ 自立したまちづくり

活力・創造

（４）まちづくりの理念
安心・便利

融 和

① 活力・創造～地域の個性を生かして新たな魅力を創造する～
② 安心・便利～市民の暮らしを守りゆとりある暮らしを育む～
自立・協働

③ 自立・協働～誰もが活躍できる市民主体のまちづくりを進める～
融和 ：旧市町の垣根を取りはらい、市民と職員とが協働することにより、地域間の連携や
交流を進め、西尾市全体が調和しバランスの取れた発展を遂げることができるまちづ
くりを目指す。
（５）将来都市像
『自然と文化と人々がとけあい 心豊かに暮らせるまち 西尾』
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（６）基本目標
①活力と魅力あふれる産業づくり（産業振興）
②利便性と快適性を高める基盤づくり（社会基盤）
③地域を支える文化と人を育む環境づくり（子育て・教育・文化・スポーツ）
④安心できる暮らしを支える健康・福祉のまちづくり（健康・福祉）
⑤安全とうるおいのある環境づくり（自然環境・生活）
⑥市民と行政が共に考え、行動するまちづくり（市民・行政）
（７）基本指標


平成 34 年における目標人口 163,000 人 59,400 世帯

（８）土地利用構想
各地域で目指してきたこれまでの土地利用方針を踏まえつつ、西尾市全体としての一体感
の醸成と、良好な環境を維持し、土地を有効に保全・活用することを目指した土地利用を推
進します。


土地利用の方向
①住宅ゾーン
・市街地及び鉄道駅の周辺の住宅地は、土地区画整理事業などの面的整備を行い、生活
道路や公園など都市基盤の整備を図ります。
② 産業ゾーン
・海洋、島、温泉や歴史的なまちの資源や産業観光資源を活用した観光の展開を図り
ます。
③ 農業ゾーン
・農業を振興させるため、優良農地の確保や農業関連機能の整備を進め、営農環境の維
持・向上を図ります。また、農業の持つ多面的機能をまちづくりに生かしながら、都
市空間と調和した農地の保全に努めます。
④ 自然環境保全ゾーン
・矢作川・矢作古川の水辺環境の保全や水質浄化を進めるとともに、三ヶ根山などの山
や丘陵の自然環境を保全し、水と緑の環境軸を形成します。
・三河湾に浮かぶ佐久島を始めとした、のどかで自然豊かな島しょ景観の保全に努めま
す。
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⑤ 水辺潤いゾーン
・河川や海岸は、防災機能として堤防の強度を高めるとともに、親水空間としての景観
保全や水質浄化を進め、漁業の振興や観光・レクリエーションの場として、魅力の向
上や積極的な利用促進を図ります。
・多様な生物が生息する干潟や沿岸海域は、高い水質浄化能力を有し、良好な漁場であ
ると同時に、野鳥の飛来地としても重要であり、後世に引き継ぐ貴重な環境資源とし
て保全に努めます。


都市拠点
・西尾駅周辺地区は、市民が誇るまちの顔として基盤整備を推進し、商業・情報交流機
能の集積を図るとともに、西尾市の玄関口にふさわしい緑と文化の調和した景観を形
成するための土地利用を図ります。駅周辺から歴史公園及び岩瀬文庫にわたるエリア
は、小京都のイメージを利用して歴史的雰囲気が漂う街並みを創出するとともに、質
の高い都市空間の形成とより魅力的な商業施設の誘導を図ります。

（９）土地利用構想のイメージ
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（10）基本計画（本計画に関する部分）
基本目標
基本目標 1
活力と魅力あふれる産業づくり
基本目標 2
利便性と快適性を高める基盤づくり

分野
(1) 観光

施策の内容
①自然と文化の観光交流圏づくり

(2) 災害対策

①自身・津波対策や水害・土砂災害対策
②安全で災害に強いまちづくり

(4) 市街地

①地域の課題に応じた市街地整備の推進
②地域特性を活かした景観形成
③快適で魅力ある市街地の整備
①多様な学習機会の充実
②歴史文化を身近に感じられるまちづくり
①スポーツ施設の整備や活動機会の充実

基本目標 3
地域を支える文化と人を育む環境づくり

(3) 生涯学習・
歴史文化
(4) スポーツ

基本目標 4
安心できる暮らしを支える健康・福祉の
まちづくり
基本目標 5
安全とうるおいのある環境づくり

(3) 高齢者福祉

①高齢者の生きがいづくりや社会参加の支援
②高齢者が安心して暮らせる地域づくり

(1) 公園・緑地

①公園・緑地の計画的な整備
②既存公園における市民協働による維持管理及
び利用促進
①海、川、山などの自然環境の保全と適正管理
②自然とふれあう場や機会の充実
③市民が自然を身近に感じられる地域づくり

(2) 自然環境

基本目標 6 市民と行政が共に考え、行
動するまちづくり

(3) 河川・海岸

①治水・浸水対策や津波・高潮対策の整備
②親水空間などの河川・海岸・港の環境整備

(4) 地球環境・
環境衛生

①公害対策など身近な生活環境の保全

(5) 防災

①災害に対する意識の啓発や地域活動の活発化
②地域ぐるみの防災などへの取り組み推進

(1) 市民協働

①市民活動やボランティア活動の推進
②市民意見をまちづくりへ反映する仕組み充実
③市民と行政の協働によるまちづくり
①地域の絆づくりや交流を活発にする地域活動
の推進

(3) コミュニティ

（11）重点プラン（本計画との関連が強い部分）
①公園・緑地
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②自然環境
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６）西尾市都市計画マスタープラン（平成 26 年 3 月、西尾市）
（１）計画の位置づけ
都市計画マスタープランは、住民参加のもとに市町村自らが都市づくりの将来ビジョ
ンを確立し、都市像や都市目標を実現するために土地利用や都市施設の方針などを明ら
かにする計画です。
（２）計画期間
計画基準年次：平成２６年（２０１４年）
計画目標年次：平成３６年（２０２４年）
（３）都市づくりの基本理念
安全・安心を確保し、豊かな自然・歴史・文化の保全・活用と、活力ある快適な生活
空間の形成を図り、心豊かな暮らしを実現できる一体的な都市づくりを進めます。
（４）将来都市像
安全と潤いのある 歴史・文化が息づく創造快適都市 西尾
（５）都市づくりの目標
①災害に強い都市づくりの推進
②活力と魅力あふれる都市機能強化・産業振興
③定住促進に向けた快適な居住環境の整備
④市内外の連携を強化する交通網の充実
⑤豊かな自然環境、歴史・文化の保全・活用
（６）将来都市構造
西尾駅周辺を本市の中心
的な拠点として「都市拠点」
に位置づけるとともに、支所
などの周辺は地域の生活に
資する機能が集積する拠点
として、「地域生活拠点」に
位置づけます。
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（７）公園・緑地の方針
①基本的な考え方
市民が安らぐことができ、豊かさや潤いを身近に実感できる良好な生活環境を創出す
るため、本市の定める「緑の基本計画」に基づいて整備を進めます。
緑により都市環境負荷の軽減を図ることや、災害時の防災空間の確保といった観点か
ら、緑が有する機能に応じて計画的な整備・保全を推進します。
② 整備の方針
＜公園・緑地＞
八ツ面山や西尾公園、愛知こどもの国など、地域の核となる公園・緑地を緑の拠点と
位置づけ、積極的な保全・整備・活用を図ります。
公園が不足する地域における公園事業の推進や、市街地の面整備が未施行な区域での
土地区画整理事業などの推進による公園・緑地の創出と公園・緑地の維持管理の充実を
図ります。
市街地内の遊休地などを借地公園として活用し、
公園の未整備地区の解消を図ります。
公園施設は、長寿命化対策に取り組むなど、適切に維持管理を図るとともに、老朽化
した公園の再整備やユニバーサルデザインへの配慮、バリアフリー化を進めます。
公園・緑地の整備により、防災空間の確保、避難機能の向上を図ります。
公園などの整備計画策定に市民参画を図るとともに、市民協働による維持管理を推進
します。
＜都市緑化＞
西尾市中心市街地や支所などの周辺を都市緑化推進地区と位置づけ、市街地内の緑の
創出を図ります。
主要な道路を緑化道路と位置づけ、緑化道路と矢作川や矢作古川などの河川の整備・
保全によって緑のネットワークを構成します。
公園・緑地の緑や社寺林、里山などを環境学習や市民の憩いの場として保全・活用を
進めます。
公共施設・公共空間において緑化を推進するとともに、まちに適した街路樹を選定し
て、緑豊かな都市の形成を図ります。
緑化支援制度に対する取り組みを推進し、民有地の緑化を推進します。
西尾市緑化推進条例による保存樹木などの指定により、重要な樹木などの保全に努め
ます。
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（８）自然環境・都市景観の方針
① 基本的な考え方
合併によって広域化した本市における海から山までの多様な自然環境を保全・活用す
ることで、ゆとりや潤いを感じられる、人と環境に優しい都市づくりを進めます。
本市では、恵まれた自然環境の中で、地域に根差した多様な文化や産業を育んできた
歴史が蓄積されており、これらの歴史・文化資源を利活用することで都市景観の形成を
進め、快適な都市空間を創出するとともに、魅力あふれる都市づくりを推進します。
② 整備の方針
＜自然環境＞
三ヶ根山など東部の丘陵地を山林保全・活用地区と位置づけ、緑豊かな自然環境の保
全に努めるとともに、優れた自然景観地としての利用促進を図ります。
三河湾沿いを海岸保全・活用地区と位置づけ、既存の資源を活かした利用と適切な保
全を図ります。
緑化道路、河川、海岸は、自然環境の保全、動植物の生息・移動空間として生態系ネ
ットワークの形成を図ります。
里山所有者をはじめとする市民や地域との協働により、間伐や竹林整備など、里山の
保全を進めます。また、地域と協力して自然環境を守り、生物多様性の保全に努めます。
地域と協力して動植物保護を進めるとともに、河川や海岸、干潟などの水辺の整備に
当たっては、その生息・生育環境を改変しないように努めます。
＜都市景観＞
西尾城跡一帯や社寺が多く集まる地域を歴史保全地区と位置づけ、城下町のなごりや
史跡・名所、文化財などの資源を活用し、まち全体で西尾の魅力を感じられる都市づく
りを進めます。
西尾駅周辺をはじめとする主要な拠点において、観光案内機能の充実を図るほか、観
光パンフレットの充実、インターネット、マスコミなどの有効活用によるＰＲの推進と
あわせて、本市の自然や文化的な魅力を感じられる景観づくりを推進します。
佐久島の観光資源であるアート作品、海水浴、潮干狩り、グルメ、特産品を整備し、
観光客を島へ呼び込み、過疎化対策と合わせ、島内の観光客受け入れ体制の充実を図り
ます。
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■公園・緑地の方針

■自然環境・都市景観の方針
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７）西尾市環境基本計画（平成 24 年 3 月、西尾市）
（１）計画の位置づけ
本計画は、国や愛知県の環境基本計画を踏まえつつ、西尾市環境基本条例に基づいて策定
する環境に関する総合指針であると同時に、本市の最上位計画である「西尾市総合計画」を
環境面で補完する「環境の総合計画」です。
（２）計画期間
平成 24 年度から平成 28 年度までの 5 年間とし、目標年度を平成 28 年度とします。
（３）西尾市のめざす環境像
「海・川・山 自然と人がとけあい 豊かな未来につなぐまち」
（４）施策体系（本計画に関する施策のみ抜粋）
○1 豊かな自然を伝えるまち
施策目標
1-1 豊かな自然環境の保全
と創出

施策方針
① 市民による里山保全の推進

No
1
2

森林の保全

② 自然保護の推進と生物多様性の保全

3
4
5
7
8
9
11
13

地域との協働による自然保護
いきものふれあいのまちづくり
水質の浄化
自然共生型河川などの整備
ビオトープの活用
親水空間・自然体験林の整備
滞在型農業の推進
遊休農地の活用促進

No
27
28
29
30
31
32
33
34
35

施策名
公共施設の緑化
市民参画による緑化
街路樹の育成
名木の保全
緑とうるおいのある公園整備
二の沢川水辺プラザの整備
憩いの農園などの利用促進
環境美化活動の推進
空き地の適正管理

No
62
66
69
70

施策名
地球温暖化対策の普及啓発
環境にやさしいライフスタイルの普及促進
環境配慮型施設の整備
環境配慮型公共事業の推進

No
71
73
74
75
79
80
81

施策名
環境意識の啓発
自然観察会の充実
市民による環境活動の育成
環境教育の充実
（仮称）環境市民塾の開設
市民環境活動支援制度の推進
アダプトプログラムの推進

③ 自然豊かな水辺の創出
④ 身近な自然との触れ合いの場の創出

1-2 環境保全型農業の推進

① 遊休農地の有効利用の推進

施策名
里山の保全

○ 2 暮らしやすく美しいまち
施策目標
2-2 うるおいのある美しい
まちづくりの推進

施策方針
① 緑化の推進

② 公園・緑地・親水空間の整備推進

③ 美しく清潔なまちなみの創出

○ 3 資源を大切にするまち
施策目標
3-3 地球環境保全の推進

施策方針
①地球温暖化対策の普及啓発
②環境にやさしいライフスタイルの推進
③公共事業における環境配慮

○ 4 みんなで環境を良くするまち
施策目標
4-1 環境教育・学習の推進

4-2 協働による環境保全活
動の推進

施策方針
①市民への環境教育・学習の推進

②学校などにおける環境教育・学習の推進
①環境活動団体の育成・支援
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資料編 ２.上位計画等関連計画の整理

８）西尾市地域防災計画 ＜平成 24 年度修正、西尾市＞
（１）風水害等災害対策編
第 2 章 災害予防計画 第 5 節 都市の防災性の向上


第 1 マスタープランの策定
市都市計画マスタープランにおいて、都市の防災性の向上に関する方針等を示すと

ともに、マスタープラン等に基づき、道路・公園等の防災上重要な都市施設等の整備を
促進する。


第 2 防災上重要な都市施設の整備

【1 都市における道路の整備】
都市内の道路は延焼遮断帯などの都市防災空間を形成するとともに、避難や消防活
動、救援活動のための空間を提供する機能を有している。
このため、特に密集市街地内の道路の計画に当たっては、災害時における避難や延
焼遮断帯としての機能、消防や救援のための活動空間を確保することを考慮した配置
及び道路構造を検討する。
【2 都市における公園等の整備】
都市における大震火災に対する安全性確保のためには、建築物の耐震不燃化ととも
に、緑地・公園・道路等の防災空間（オープンスペース）を整備することが必要であ
る。
市は、緑の基本計画に基づき、都市公園の整備を積極的に進めていく。
都市公園は、過去の例が示すように災害時の避難場所、避難路あるいは救援活動の
拠点として、防災上重要な役割を持っており、都市公園の量的拡大そのものが、防火
帯や避難場所等の防災機能の増大を果たすことになることから、その整備を積極的に
推進していく。
今後は、災害時の避難場所、避難路、防災活動拠点として機能するよう、市内の都
市公園（防災公園）の整備を積極的に推進していく。
また、都市内に残された緑地は、災害時における遮断地帯、緩衝地帯、避難地等と
して、有効に機能するため保全に努める。
（２）地震災害対策編
第 2 章 災害予防の計画 第 3 節 都市の防災性の向上にも、上記と同様のことが記
載されている。
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