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第１章 計画の前提                         

 

１－１ 計画の目的と背景 

緑は、生活に潤いと安らぎを与えるだけでなく、まちの良好な環境や景観を形成する他、

健康づくりやレクリエーション、防災においても重要な役割を果たしています。 
平成 18 年 3 月に師勝町と西春町が合併して、北名古屋市が誕生しました。合併前の師

勝町、西春町とも平成 8 年にそれぞれ緑の基本計画を策定していますが、策定から 10 年

以上経過しており、少子高齢化の進展や市街化の進展、地球温暖化防止や防災に対する緑

の必要性の高まり等、緑を取り巻く環境が大きく変化しています。そのため、新しい市域

を対象とした緑の基本計画を策定する必要が出てきました。 
そこで、本市では、住宅地と田園風景の調和する緑豊かで美しく快適なまちを目指して、

緑の保全・整備や緑化施策を推進するための総合的な指針となる「北名古屋市緑の基本計

画」を示すことを目的とします。 
 

１－２ 計画対象範囲と規模 

本市は、行政区域全体が都市計画区域として指定されているため、本計画では北名古屋

市全域の 1,837ha を計画対象範囲とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－北名古屋市都市計画図 
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北名古屋市緑の基本計画                                              

１－３ 目標年次 

緑の基本計画は、上位計画との整合性を図りながら長期的な視点で緑に関する総合的な

施策としてとらえることが必要です。したがって、本計画では、北名古屋市都市計画マス

タープランの計画期間との整合を図り、概ね 20 年後の本市の緑のまちづくりのあるべき姿

を見据えつつ、施策に関しては概ね 10 年後の平成 29 年（2017 年）を目標年次とします。 

 

１－４ 緑の基本計画とは 

『緑の基本計画』（緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画）は、都市緑地法第４条

に規定されている「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」として定める

ものです。 
住民にもっとも身近な自治体である市町村が、緑の現状や緑に対するニーズを踏まえ、

独自性や創意工夫を発揮し、まちの緑について将来のあるべき姿と、それを実現していく

ための施策を策定するものです。 
つまり、本市内の都市公園の整備など都市計画による事業・制度のみならず、道路の緑

化や学校などの公共公益施設の緑化、住宅地や事業所などの企業の緑化活動など民有地に

おける緑化活動、さらに緑化意識の普及啓発等のソフト面も含めた、本市全体の「緑」全

般に関する総合的な計画です。 
緑の基本計画では、住民意見の反映が義務づけられ、緑地の保全や緑化等計画を実現す

るためには、行政だけでは十分ではなく、住民や企業等が一体となって取り組むことが重

要です。 
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１－５ 対象となる緑地とその分類 

緑の基本計画の対象とする「緑地」は、樹木等の植物の緑、植物が生育する土地とあわ

せ、個人庭園や住宅の生垣、民有地の緑地、公園・広場、運動場、農地、河川・湖沼、道

路の街路樹などといった空間を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－緑の基本計画で対象とする「緑地」 

 

都市公園等の行政が土地を

所有している緑地など 

法規制により土地利用を規

制して保全されている緑地

都市公園法に基づく公園等 

・地蔵公園 

・二子中央公園 

・コッツ山公園 

・その他の街区公園など 

緑地保全地域、特別緑地保全地域、自然公園、

風致地区、保安林区域、地域森林計画対象民有

林、農用地区域、史跡名勝・天然記念物で緑地

として扱えるものなど 

緑地協定、条例・要綱・契約などによる緑

地の保全地区や緑化の協定地区など 

施設緑地 

都市公園 

法律によるもの 

協定や条例によるもの 

地域制緑地等 

都市公園以外で公園緑地に準じる機能を持つ施設 

児童遊園、ソフトボール球場など 

公共公益施設における植栽地等 

小・中学校の植栽地、市役所の緑地など 

公共団体が設置している市民農園 

 レジャー農園 

市民農園、民間の遊園地、民間敷地内の緑地、

社寺境内など 

公共施設緑地 

民間施設緑地 

都市公園以外 

「緑地」 
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北名古屋市緑の基本計画                                              

第２章 住民アンケート調査 

 

２－１ 調査概要 

◆調査目的 

緑の基本計画策定にあたり、市民の意見を踏まえ、本市の緑の創出、緑化などを計画

的に進めるための基礎資料とすることを目的とします。 

◆調査対象 

北名古屋市在住の市民 2500 名（無作為抽出） 

◆調査実施 

平成 20年 7 月 

郵送による発送・回収 

◆回答結果 

発送 回収数 回収率 

2500 709 28.4％ 

 

２－２ 回答者属性 

【性別】 

男性 253（35.7％）、女性 455（64.2％）で女性が多い。※無回答 1（0.1％） 

【年齢】 

60 歳代（25.7％）が最も多く、次いで 30 歳代（20.0％）、50歳代（16.1％）と続き、

概ねバランスのとれた構成となっていますが、20 歳代（9.4％）がやや少ない。 

【小学校区】 

在住の小学校区について得た回答をまとめたところ、師勝西小 116（16.4％）がやや

多く、鴨田小 42

（5.9％）・栗島小 47

（6.6％）・白木小 51

（7.1％）がやや少なく

なっています。 

【職業】 

お勤めが約 30％を占

め、次いで専業主婦・主

夫、アルバイト・パート

の順となっています。 

 

師勝南小校区

師勝小学校区

鴨田小学校区

師勝東小学校区

師勝北小学校区

師勝西小学校区

西春小学校区

白木小学校区

栗島小学校区

五条小学校区

Ｎ

小学校区 

主要幹線道路

鉄道・駅 

凡  例 

42 人

47 人

68 人
51 人

116人

82 人
84 人

68 人
73 人

76 人

回答者数 ○人 

※無回答 2 
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２－３ 集計・解析 

北名古屋市らしさを感じる緑としては、「田園風景の緑（農地、用水路など）」が最も多く、

「河川空間（五条川、合瀬川など）」が続きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、よく利用する場所

やお気に入りの場所として

は、拠点の緑では「ジャンボ

プール・文化勤労会館」が最

も多く、連続する緑として

は「五条川周辺」と「合瀬川

周辺」が上位にランキング

され、これらが市民に愛着

のある存在であることが分

かりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

件数

36

185

27

277

88

63

2

5

4

93

15

11

806

※複数回答をする回答者が多かったため、除外せず全て集計した。

⑦　工場周辺の緑

⑧　企業の事業所の緑

計

無回答

複数回答56人

選択肢

②　河川空間（五条川、合瀬川など）

⑩　特になし

⑪　その他

⑨　商店などの店先の緑

③　伊吹山、養老山脈など遠景となる山々

④　田園風景の緑（農地、用水路など）

⑤　公園や街路樹の緑

⑥　庭先など住宅地で見かける緑

①　歴史文化財と一体となった緑（高田寺や
白山社など）

5.1%

26.1%

12.4%

0.3%

0.7%

0.6%

13.1%

2.1%

1.6%

8.9%

3.8%

39.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

件数

①　地蔵公園 20

②　前野公園 5

③　御申塚公園 17

④　長月公園 31

⑤　大坪公園 33

⑥　北出公園 14

⑦　中島公園 2

⑧　二子中央公園 14

⑨　コッツ山公園 200

⑩　能田中央公園 9

⑪　鹿田第１公園 11

⑫　ふるさと広場 9

⑬　小学校のグラウンド 49

⑭　総合体育館 99

⑮　健康ドーム 197

⑯　市民グラウンド 7

⑰　ジャンボプール・文化勤労会館 245

⑱　市民プール 27

⑲　身近な児童遊園 127

⑳　歴史民俗資料館 63

21   社寺境内地 101

22   新川周辺 18

23   合瀬川周辺 203

24   五条川周辺 237

25   水場川周辺 25

26   鴨田川周辺 22

27   市街地中心部の街路樹 67

80

1,932

選択肢

無回答

計

拠
点
の
緑

連
続
す
る
緑

2.8%

0.7%

4.7%

0.3%

2.0%

28.2%

1.3%

1.6%

1.3%

6.9%

14.0%

27.8%

1.0%

34.6%

3.8%

17.9%

8.9%

14.2%

2.5%

28.6%

33.4%

3.5%

3.1%

9.4%

11.3%

4.4%

2.4%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40%
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北名古屋市緑の基本計画                                              

今後残したい緑、水辺としては、「合瀬川周辺」「田畑」「五条川周辺」が上位３位となりまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
今後の公園の整備にあたっては、「四季折々の花木が植栽され季節感の感じられる公園」が最

も多く、次いで「災害時に役立つ公園」「家族や仲間と健康づくりやレクリエーション、散歩等が楽

しめる公園」への回答が多くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、今後の緑化を推進していく空間としては、「道路沿いの街路樹や歩道」が最も多く、

次いで「公園内の花壇や樹木」となっており、連続した緑と拠点となる緑への要望が高くなっ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 

順位 回答数

1位 合瀬川周辺 25人

2位 田畑 21人

3位 五条川周辺 13人

4位 コッツ公園 7人

5位 神社 6人

6位 鴨田小学校周辺（ウォーターランド） 5人

6位 街路樹 5人

場所

件数

201

160

104

261

114

232

81

231

312

38

308

76

287

228

343

49

31

35

3,091

⑮　四季折々の花木が植栽され季節感の感じられる公園

⑯　モニュメントやオブジェなどがある芸術やアートが感じら
れる公園

⑰　その他

②　健康ドームと一体となった福祉機能が充実した公園

①　文化勤労会館やジャンボプールなどの文化・レクリエー
ション施設と一体となった公園

選択肢

⑥　川や水路を取り込んだ水辺の公園

⑫　スポーツ競技大会ができる施設の整った運動公園

⑭　子どもたちがわくわくしながら自発的に遊び学び体験す
る公園

⑧　お年寄りや障がい者など誰にも使いやすい公園

無回答

⑨　災害時に役立つ公園

⑩　管理運営に地域住民が積極的に関わることができる公
園

⑤　まちの真ん中にあり、大きな広場がある公園

⑦　買い物帰りなどに、おしゃべりができる街角の小さな公
園

計

③　史跡と一体となった、まちの歴史を感じる公園

④　動植物の保全を図ったりすることができる森のようなまと
まった緑がある公園

⑬　子育ての場として活用したり、小さい子どもが安心して利
用できる公園

⑪　家族や仲間と健康づくりやレクリエーション、散歩等が楽
しめる公園

22.6%

16.1%

11.4%

32.6%

44.0%

5.4%

43.4%

10.7%

40.5%

32.2%

48.4%

6.9%

4.4%

4.9%

36.8%

14.7%

32.7%

28.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

件数

211

323

120

136

119

44

42

18

21

39

1,073

※複数回答をする回答者が多かったため、除外せず全て集計した。

選択肢

②　道路沿いの街路樹や歩道

①　公園内の花壇や樹木

⑧　特に花や緑を増やさなくてもよい

⑨　その他

計

無回答

⑥　工場や事業所の敷地

⑦　住宅の庭先や生け垣

⑤　西春駅前や徳重・名古屋芸大駅や、その周辺

③　市役所や学校などの公共施設

④　川の堤防沿い、用水沿い

複数回答223人

29.8%

45.6%

16.8%

5.9%

2.5%

3.0%

5.5%

6.2%

16.9%

19.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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緑豊かなまちづくりを進めるための施策としては、「良好な樹林が残っている民有地、社寺

境内地等の樹林地の保全・活用施策」が最も多く、まず既存の緑の保全を第一に望んでいます。

次いで「大面積を占める工場や商業施設、事業所の緑化協力」となり、民間の協力が求められ

ています。さらに、「市民参加による公園や水辺の整備や運営管理」への回答も多く、市民と

行政が協力する緑豊かなまちづくりへの参加意欲もみられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【まとめ】 

・「五条川や合瀬川などの河川空間」は、北名古屋市らしさを感じる緑として市民に広

く認知され、よく利用する場所・お気に入りの場所となっています。また、今後も

残したい緑、水辺としても上位にランキングされ、市民にとって河川空間が愛着の

ある存在であることが分かりました。 
・「田園空間」も北名古屋市らしさを感じる緑として認識されており、今後も残したい

緑、水辺としても多くの市民にとらえられています。 
・今後の公園整備にあたっては、「四季折々の花木が植栽され季節感の感じられる公園」

「災害時に役立つ公園」「家族や仲間と健康づくりやレクリエーション、散歩等が楽しめる

公園」への回答が多くなっています。 
・今後緑化していく空間としては、「道路沿いの街路樹や歩道」が最も多く、次いで「公

園内の花壇や樹木」となっており、連続した緑と拠点となる緑への要望が高くなって

います。 
・緑豊かなまちづくりを進めるための施策としては、「良好な樹林が残っている民有地、

社寺境内地等の樹林地の保全・活用施策」が最も多く、まず既存の緑の保全が望まれ

ています。次いで「大面積を占める工場や商業施設、事業所の緑化協力」、「市民参加に

よる公園や水辺の整備や運営管理」となっています。 

件数

120

228

234

213

233

180

72

160

260

77

314

63

8

57

2,219

⑬　その他

⑨　大面積を占める工場や商業施設、事業所の緑化
協力

⑥　地震時に倒壊のおそれのあるブロック塀を、生け
垣へ変えていくための費用の助成

無回答

計

①　花や庭木に関する相談や育成方法等の「緑の講
習会」の開催

②　緑化活動（記念植樹祭・花苗の配布など）の推進
や、緑化活動にかかわる団体・リーダーの育成

③　市民参加による公園や水辺の整備や運営管理

④　市民農園などによる自然とのふれあいの場づくり
や農地の活用

⑪　良好な樹林が残っている民有地、社寺境内地等
の樹林地の保全・活用施策

⑫　市と住民、あるいは住民同士が緑化に関する協
定を結ぶ。

⑧　花や木によって緑を増やすことを重点的に行う
「モデル地区」の設定

選択肢

⑤　緑のカーテンづくりなどのＣＯ2削減・環境保全に
つながる推進施策

⑩　募金活動などによる緑化のための資金づくり

⑦　自宅での花壇づくりなど、まちの緑化に貢献した
方への表彰制度の充実

16.9%

32.2%

32.9%

10.2%

22.6%

36.7%

10.9%

44.3%

8.9%

1.1%

8.0%

25.4%

33.0%

30.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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第３章 緑に関する課題の整理 

 

都市の緑は、自然の状態でそのまま保たれている原生的な自然とは異なり、人が適正な

保全・整備・管理を行うことにより存在しうるもので、多様な機能を持っています。主な

機能は以下のとおりです。 

 

（１）人と自然が共生する都市環境を確保することができる。 

⇒環境保全機能 

（２）緑の持つ多様な機能の活用により、変化に対応した余暇空間を確保できる。 

⇒レクリエーション機能 

（３）災害防止、避難地、救援活動拠点などの機能により、都市の安全性を確保できる。 

⇒防災機能 

（４）多様性や四季の変化が心を育み、潤いのある美しい景観を形成する。 

⇒景観形成機能 

 

これらの４つの機能について、本市の現況の緑地について解析を行います。 
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３－１ 環境保全機能に関する解析 

【環境保全機能の視点】 

・都市の環境の骨格の形成     ・優れた自然環境 

・優れた歴史的風土        ・快適な生活環境 

・優れた農林業地         ・自然との共生 

・都市環境負荷の軽減等 

 

 

【環境保全機能の解析】 

①都市の骨格を形成する河川と農地 

・市街地周辺に水田と畑地の農地が点在し、その外側を五条川や合瀬川、水場川、新川

などの河川が市域の境界に沿って流れています。 
・市街地の周辺に農地があり、まちのみどりと田園が調和しています。しかし、農地は

農業振興地域農用地区域など法的に位置づけられていない状況にあります。 
・農地の中には、耕作を放棄しているところも見られます。 
 

②平坦な地形の中でまとまった樹林を形成する社寺林等歴史のある緑 

・起伏がほとんどない平坦な地形の中で、まとまった樹林となっているのは、高田寺や

白山社などの歴史風土を物語る社寺境内地の樹林です。（77 箇所、11.53 ha） 

・ 旧加藤家住宅は、江戸時代から明治時代にかけてのこの地域の典型的な地主の居宅で

あり、その庭にある植栽も居宅と一体となっており重要です。 

・鍜治ケ一色では５世紀前半に作られた高塚古墳があるほか、熊ノ庄では、古くから流

鏑馬行事が行われており、本市の歴史を感じる緑となっています。 

・白山社のツブラシイや亀甲竹林、長岳院のクロマツ、松林寺のイチョウなどが市天然

記念物に指定されています。 

 

【環境保全機能の問題】 

・農地が広がっていますが、農業振興地域農用地区域等の指定がされていないため、担

保性がありません。 

・農地の中にも耕作放棄地が見られ、農地としての一体性が欠けている場所もあります。 

・高田寺や白山社等歴史風土を物語る社寺林は、北名古屋市の歴史を後世に伝える緑地

として貴重であり保全していかなければなりません。 
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３－２ レクリエーション機能に関する解析 

【レクリエーション機能の視点】 

・自然や土とのふれあいの場       ・スポーツ・屋外レクリエーションの場 

・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 

・レクリエーション利用効果を高めるネットワーク 

 

 

【レクリエーション機能の解析】 

①身近な公園の整備量の不足 

･ 本市の都市公園は、地蔵公園やコッツ山公園などわずかに街区公園が 13 箇所（約

3.73ha）、都市緑地としてふるさと広場（約 0.14ha）が１箇所あるのみで、近隣公園

などは整備されておらず、人口や配置バランスからみても不足している状態にありま

す。 

・都市公園に類似する施設として児童遊園が多く整備されていますが、300～500 ㎡程度

の規模であり、都市公園のように広いスペースが確保されてはいません。 

・健康ドームや文化勤労会館など複数の施設が集まって整備されており、利便性が高く

なっています。 

・合瀬川と五条川には散策路が整備されており、合瀬川は桜並木もあり春には隣接する

コッツ山公園で桜まつりが開催されています。 

 

②レジャー農園の整備 

・レジャー農園が整備されており、野菜作りなどの土とのふれあいの場となっています。（49
箇所、2.37ha） 

 

【レクリエーション機能の問題】 

・都市公園・都市緑地の整備量が少ない状況にあります。（14 箇所、約 3.87ha） 

・市街化区域面積に対する緑地面積の割合が 6.6％と非常に低くなっています。 

・五条川は尾北自然歩道として利用されていますが、水辺に親しむ施設がありません。 

・合瀬川沿いのコッツ山公園区間には親水階段が整備されており、桜まつりの会場とな

っていますが、河川全体では親水性のある施設整備が不十分です。 

・五条川や合瀬川以外の河川については、親水施設がありません。 

・公園やオープンスペースとして児童遊園が、バランス良く整備されていますが、1,000

㎡未満の施設で公園としての機能が十分ではありません。 

・都市公園・都市緑地以外の拠点となるみどりとして、健康ドームや文化勤労会館等の

社会体育施設が整備されているため、これらの緑地の充実と有効活用が必要です。 

・既存施設を活用し、その周辺に施設を集積することによる利便性の向上が求められま

す。 

・拠点となる施設が既成市街地内では、整備されていないことから、一定規模以上のま

とまりのある生産緑地について、周辺の公園整備の状況を勘案しながら公園としての

活用を考えていく必要があります。 
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３－３ 防災機能に関する解析 

【防災機能の視点】 

・自然災害の危険防止     ・人為災害の危険防止 

・避難            ・災害に強い都市構造の形成 

・多様な防災活動拠点の確保 

 

 

【防災機能の解析】 

①一時避難地となる身近な公園の不足 

・災害時の一時避難地となる公園や広場などのオープンスペースが不足しています。 

 

②旧集落内で多く見られる屋敷林とオープンスペース不足 

・旧集落内では、道路が入り組んでいるものの、個人邸の庭木が比較的多くあることか

ら緑が多くなっています。 
・公園や広場などのオープンスペースが少なくなっています。 

 

③災害時の避難路を確保する緑化された道路が少ない 

・災害時に道路沿いの建物が道路側へ倒れず、避難路を確保することができる街路樹の

整備された道路が少なくなっています。 
 

④周辺環境と調和する工場緑化 

・住宅や農地などの周辺環境と調和する工場緑化の整備が進んでいません。 

 

【防災機能の問題】 

・一時避難地となる都市公園の整備量が少ない状況にあります。（13 箇所、約 3.73ha） 

・旧集落内では、道路が入り組んでいることと公園や広場などのオープンスペースが少

ないため、災害時の避難地となる空間が少なくなっています。 

・工場立地を進めている本市においては、住宅や農地などの周辺環境と調和するために

工場緑化を推進する必要があります。 

 

 

-11-



北名古屋市緑の基本計画                                              

 ３－４ 景観形成機能に関する解析 

【景観形成機能の視点】 

・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所 

・周辺要素          ・都市景観の創出が必要な地区 

 

 

【景観形成機能の解析】 

①アートを活かしたまちづくりの推進 

・名古屋芸術大学があることから、アートと一体となった修景整備が都市計画道路豊山

西春線の名古屋芸術大学付近でアートエリアロードとして進められ特徴的です。 

 

②平坦な地形の中でまとまった樹林景観を形成する社寺林等歴史のある緑 

・起伏がほとんどない平坦な地形の中で、まとまった樹林となっているのは、社寺境内

地の樹林です。 
・高田寺や白山社等の社寺の樹林は地区のランドマークとなっています。 

 

③身近な緑の拠点となる公園や公共施設の緑 

・まとまった樹林である社寺林以外では、身近な公園や公共施設の緑化された空間があ

りますが、本市では都市公園が少ないことから身近にまとまった緑の拠点が少ない状

況です。 
 

④にぎわいのある景観を形成している沿道景観と駅前景観 

・国道 22 号や主要地方道春日井稲沢線、主要地方道名古屋江南線等の幹線道路では沿道型

店舗が立地しにぎわいのある景観を呈していますが、屋外広告物等が雑然とした印象を与

えています。 

・西春駅東線などのケヤキ並木などの街路樹によって連続する緑の景観が形成されてい

ます。 

・まちの玄関口となっている西春駅の東側はモニュメント等の修景がされていますが、

西側は現在整備が進んでいる状況にあります。徳重・名古屋芸大駅は現在整備が進ん

でおらず、まちづくりの検討段階にあります。 
 

【景観形成機能の問題】 

・本市の特徴であるアートを活かしたまちづくりを推進し、特徴あるまちの景観を形成

していくことが求められます。 

・高田寺や白山社等歴史風土を物語る社寺林は、北名古屋市の歴史を後世に伝える緑地とし

て貴重であり保全していかなければなりません。 

・身近な緑の拠点となる公園の整備や公共施設の緑化が進んでいません。 

・本市の顔となる駅前の景観整備を進め、緑と一体となったにぎわいのある景観を形成

することが求められます。 
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３－５ 課題の整理 

緑の基本機能である「環境保全」「レクリエーション」「防災」「景観形成」の４つの機能

からみた課題を以下に整理します。 

 

＜市域全体＞ 

・市域の骨格を形成する河川・農地を保全する必要があります。 
・河川や農地は、風の道や生物の生息場所となっており、さらに農地は河川氾濫による

水害発生時の遊水機能を持つことから、これらを保全する必要があります。 
・都市公園・都市緑地の地域的なバランスの取れた計画的な配置が必要です。 
・平坦な地形の中でも地区のランドマークとなる緑地として、住区ごとに緑地を整備す

る必要があります。 
・河川や街路樹、公園・緑地等とを有機的にネットワークする必要があります。 
・避難路を確保するほか、火災時の焼け止まりとなる街路樹の充実が必要です。 
・市街化区域内での積極的な緑化が必要です。 

 

＜河川＞ 

・五条川では、安全性に配慮しつつ水に親しめる施設整備が求められます。 
・合瀬川では、桜並木を保全するとともに、水に親しめる施設を充実させる必要があり

ます。 
・その他河川については、散策路や水に親しめる施設の整備など水辺を活かした整備が

求められます。 
 

＜市街化区域＞ 

・避難地ともなるオープンスペースを確保するとともに、地区のランドマークとなるま

とまった緑地を確保する必要があります。 
・公共公益施設を中心とした積極的な緑化を推進する必要があります。 
・民有地の積極的な緑化を推進する必要があります。 

 

＜市街化調整区域＞ 

・遊水機能と農地に生息する生き物の生態系を保全するため、農地の保全が求められま

す。 
・法的な指定のない農地の担保策の検討が必要です。 
・放棄耕作地（未利用地）の農地への回復やレジャー農園への活用等が必要です。 

 

＜拠点となるみどり＞ 

・健康ドームや文化勤労会館等拠点となる緑地の充実が必要です。 
・既存施設付近への集積やネットワーク化による利便性の向上が必要です。 
・既成市街地内の中心部にあるまとまった生産緑地は、みどりの拠点としての活用が必

要です。 

-13-



北名古屋市緑の基本計画                                              

＜鉄道駅＞ 

・まちの玄関口となる駅前を中心とした修景整備により北名古屋らしい都市景観を向上

させる必要があります。 
・基盤施設整備とともに修景整備が必要です。 

 

＜歴史風土のみどり＞ 

・歴史風土と一体となった貴重な緑地を保全する必要があります。 
・市指定天然記念物の白山社のツブラシイ等は、本市の自然を伝える緑であるため保全

する必要があります。 
 

＜幹線道路＞ 

・屋外広告物の適正化による沿道景観の向上が必要です。 
 

＜生産緑地＞ 

・市街地内のみどりの拠点として維持していく必要があります。 
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第４章 計画の基本方針の設定 

 

４－１ 緑の基本計画の理念 

北名古屋市は、『「健康快適都市」～誰もが安全・安心に暮らせるまち～』を目標に新し

いまちづくりを進めている若いまちですが、合併前の師勝町と西春町にはそれぞれの歴史、

風土があります。その上に、新しく北名古屋市としての緑のまちづくりの一歩を重ねてい

かなければなりません。 

 

本市は、名古屋都心部から 10km 圏域にあり、道路や鉄道の交通網にも恵まれた利便性の

高いまちで、名古屋市のベッドタウンとして発展し続けています。また、本市は、濃尾平

野のほぼ中央に位置し、河川の堆積作用によってできた微高地を除き平坦な地形をしてい

ます。気候は年間を通じて温暖で、木曽川・庄内川などの沖積地に発達した生産性の高い

肥沃な土地を活かし、米やいちじくの栽培など古くから農業が発展してきました。 

 

本市のみどりは、平坦な地形の中に、水場川、鴨田川、合瀬川などが流れ、農地などの

緑のあるおだやかな風景が広がっているとともに、幹線道路を軸に活気あるまちが広がっ

ています。森林や樹林といったまとまった緑はほとんどありませんが、市域を包み込むよ

うに流れる河川、平坦な地形の中でこんもりとした緑の景観を呈している高田寺や白山社、

熊野神社等の社寺林や屋敷林が本市のみどりの特徴です。市街地の急速な拡大にともない、

市街地内における都市公園の整備は立ち遅れ、住環境の向上や防災機能の向上、地域コミ

ュニティ強化等の観点から、身近な公園の整備が求められています。 

 

一方で、みどりを取り巻く環境を見てみると、地球温暖化やヒートアイランド現象、身

近な生き物の著しい減少等緑の減少に起因する環境問題が深刻化し、緑の都市再生が大き

な課題となっています。平成 20年 7 月に北海道洞爺湖で開催されたサミットでも環境問題

について各国首脳が議論するなど地球全体の問題として認識されました。市民レベルでは、

身近な緑へのニーズや景観、防災など魅力ある、しかも安全・安心な緑のまちづくりへの

期待や要請が一層高まっています。 

 

このように、みどりの重要性が高まっている中で、緑の総量を確保していくためには、

今ある緑を保全・維持するだけではなく、都市化にともない減少する量を補うことが求め

られています。 

 

私たちの意識は、これまでの物質的な豊かさから心の豊かさへ変化してきており、緑が

本来持っている機能が発揮されるよう緑の質を高め、緑との関わりを大切にすることが必

要となっています。 
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このような考えに基づき、私たち（市民・事業者・市民団体・行政）は、緑との関わり

を深め、また、先人から受け継いだ緑を次代へ継承していくために、それぞれの責務にお

いて協働しながら緑を守り、育み、活かし、質を高めるとともに、暮らしに息づく緑との

共生社会を築きます。そして、人と人とのつながりを大切にして、暮らしやすい緑のまち

づくりを進めることによって心と体を健康にし、誰もが安心して快適に暮らせるまちを目

指します。 

 

 

 

 

 

 

 

水（河川）と農地と宅地が調和するハート型のまちの形を市民のみなさんのあた

たかい心に結び付けています。 

旧師勝町・旧西春町の方がお互いに緑を通じてふれあうことで、交流が生まれる

まちづくりを目指します。 

また、市街地を包み込む河川を保全するだけではなく、まちと調和する農地や市

街地内の緑を行政だけではなく、市民のみなさんといっしょになって増やしていく

ことによって、環境にやさしい緑のまちができることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

  

テーマ 
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４－２ 緑の基本計画の基本方針 

北名古屋市の緑の基本計画における基本方針（緑についての目指すべき方向）は、以下のとお

りとします。 

 

＜みどりを守る＞ 

ままちちにに残残るる水水辺辺やや社社寺寺林林、、農農地地ななどど貴貴重重ななみみどどりりをを守守りりまますす  

都市化が進む中で、ゆったりと流れる河川やのどかに広がる農地、歴史の重みを感じさせ

る社寺林は、樹林がほとんどない本市にとっては貴重な緑です。これらの緑は、まちの骨格

を形成するとともに、歴史風土を感じる緑であることから、大切に守っていきます。 

 

＜みどりを創る＞ 

暮暮ららししににににぎぎわわいいとと交交流流、、安安心心ををももたたららすすみみどどりりをを創創りりまますす  

子どもたちから高齢者まで多くの世代が集まり、話がはずむ場所となり、災害時には避難

場所ともなる身近な公園や広場などの緑を作ります。また、街路樹は快適な歩行空間を提供

するとともに、災害時には市民を守る機能も発揮することから積極的に整備を進めます。 

 

＜みどりを増やす＞ 

快快適適でで住住みみよよいいままちちにに彩彩りりとと季季節節をを感感じじるる身身近近ななみみどどりりをを増増ややししまますす  

緑や花のある暮らしは、人々に豊かな心を育むとともにやさしい気持ちをもたらせます。

また、緑や花を育てることを通じて、人と人との交流が広がり活気のあるまちづくりが進み

ます。そのため、多くの市民が身近に緑や花を愛でる機会が持てるよう緑や花と親しめる空

間や仕組みを増やしていきます。 

 

＜みどりでつなげる＞ 

みみんんななでで美美ししいいままちちななみみにに映映ええるるみみどどりりででつつななげげまますす  

まちを包み込む河川や農地内を流れる水路をはじめ、にぎわいのある都市景観を呈してい

る幹線道路沿いなどに街路樹を植栽し、緑の帯を形成します。また、公園や緑地などの拠点

となる緑と緑とを街路樹や花でネットワークします。 

みどりや花を育てることによって、市民の心と心をつなげるみどりのネットワークを形成

します。 

 

＜みどりで人をつくる＞ 

子子どどももかからら大大人人ままでで、、誰誰ももがが心心身身ととももにに健健康康なな人人づづくくりりをを進進めめまますす  

スポーツを通じた子どもの体力づくりや心の健康づくりとともに、大人の健康づくりがで

きる運動のできる公園整備を行い、心身ともに健康な人づくりを進めます。 
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第５章 緑地の配置及び都市緑化に関する計画の策定 

 

５－１ 計画のフレーム 

本計画策定の前提となる計画対象地域、人口の見通し、市街化区域等の規模について「北

名古屋市総合計画」を基に整理します。 

 

■計画対象区域 

計画対象市町村名 都市計画区域名称 

北名古屋市全域 
1,837 ha 

名古屋都市計画区域 
1,837 ha 

 

■人口の見通し 

年次 
現況 

（平成 19 年） 

目標年次 

（平成 29 年） 

人口（人） 80,415 85,000 
※平成 19年の人口は、住民基本台帳より 

 

■市街化区域の規模（将来市街化区域も含む） 

年次 
現況 

（平成 19 年） 

目標年次 

（平成 29 年） 

市街化区域の規模 
（ha） 

1,175.0 1,234.0 

市街化区域の人口密度

（人/ha） 
62.7 62.4 

 

■住区の構成（目標年次） 

住区番号 名称 面積（ha） 
概ねの人口配分

（人） 

１ 熊野地域 261.1 14,500 
２ 師勝地域 261.8 19,700 
３ 訓原地域 317.1 14,200 
４ 天神地域 449.6 10,700 
５ 西春地域 195.7 13,600 
６ 白木地域 351.7 12,300 

合   計 1,837.0 85,000 
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５－２ 緑地の確保目標水準 

本計画における確保すべき緑地の目標水準を以下のように設定します。 

 

交流拠点・地域拠点となるみどりの整備 

 

本市の都市公園の整備状況をみると、住民一人当たり都市公園で 0.51 ㎡と非常に少ない

状況にあり、計画期間の今後 10 年間で国や都市公園法施行令で示されている緑地の確保目

標水準を達成することは非常に困難な状況にあります。 

そのため、街区・地区レベルの公園整備に先立ち市域・地域レベルの広域的な拠点とな

る公園緑地の整備を優先的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校区を基本に１箇所以上の地域の拠点となる都市公園を整備 

分断要素や地域バランスを考慮し配置し、既存の都市公園とともに地域の交流拠点を整備する 

 

 

文化・アート 

文化勤労会館周辺 

３つの交流核 
～市の交流拠点～ 

地域の交流拠点 

健康・スポーツ 

健康ドーム周辺 

環境・エコロジー

鹿田中央周辺 
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【緑地の確保目標水準（数値目標） 】 

国などで目標とする緑地の量の指標は、以下のように示されています。 

 

平成 7 年 7 月 都市計画中央審議会答申等 

・将来市街地面積に対して概ね 30％以上の緑地を確保 

・住民一人当たり都市公園等の面積 20 ㎡以上を確保 

平成 16年 12 月 都市公園法施行令 

・都市計画区域内の都市公園面積が住民一人当たり面積 10㎡以上 

・市街地内の都市公園面積が住民一人当たり面積 5 ㎡以上 

 

１．目標年次における緑地確保目標量について 

緑地の確保目標量の算出方法は、以下のように「市街地面積に対する緑地の割合」を算出す

る方法と、「都市計画区域面積に対する緑地の割合」を算出する方法の２つがあります。 

年 次 市街地に対する割合（A） 都市計画区域に対する割合（B） 

緑地面積  概ね 77ha 緑地面積  概ね 118ha 
現 況 

（平成 19 年） 
市街地面積 1,175ha 

6.6％ 

都市計画区域 1,837ha 

6.4％ 

緑地面積  概ね 81ha 緑地面積 概ね 131ha 
目標年次 

（平成 29 年） 
市街地面積 1,234ha 

6.6％ 

都市計画区域 1,837ha 

7.1％ 

将来市街地では、現況より概ね 4ha の緑地が増加し、都市計画区域では概ね 13ha の緑地が

増加します。増加分は、都市公園の 13箇所約 13ha です。 

 

２．都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準について（都市計画区域全体） 

都市公園等の施設として整備すべき緑地は、街区公園や近隣公園などの「都市公園」と、テ

ニスコートやソフトボール場などのレクリエーション施設、学校のグラウンドなどの公共施設

緑地と社寺林の民間施設緑地を含めた「都市公園等」の２つの目標水準を示します。 

現況（平成 19 年） 目標年次（平成 29 年） 
年   次 

市街地 都市計画区域 市街地 都市計画区域 

13 箇所 概ね 4ha 14 箇所 概ね 4ha 17 箇所 概ね 8ha 27 箇所 概ね 17ha 

都市公園 住民一人当たり面積 

0.51 ㎡/人 

住民一人当たり面積 

0.48 ㎡/人 

住民一人当たり面積 

1.00 ㎡/人 

住民一人当たり面積 

1.98 ㎡/人 

156 箇所 概ね 44ha 212 箇所 概ね 61ha 160 箇所 概ね 48ha 225 箇所 概ね 74ha 

都市公園等 住民一人当たり面積 

5.97 ㎡/人 

住民一人当たり面積 

7.60 ㎡/人 

住民一人当たり面積 

6.22 ㎡/人 

住民一人当たり面積 

8.72 ㎡/人 
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３．緑地の確保目標量の内訳  

現況（平成 19 年） 目標年次（平成 29 年） 

市街化区域 市街化調整区域 市街化区域 市街化調整区域 種別 細目 

箇所 
面積

（ha） 
箇所 

面積

（ha） 
箇所 

面積

（ha） 
箇所 

面積

（ha） 

(1)街区公園 13 3.73 0 0 13 3.73 0 0 

(2)近隣公園 0 0 0 0 4 4.00 9 9.00 

(3)緑地 0 0 1 0.14 0 0 1 0.14 

都市施設 

(4)都市公園計 (1)～(3)の計 13 3.73 1 0.14 17 7.73 10 9.14 

(5)児童遊園 82 4.98 10 0.54 82 4.98 10 0.54 

(6)グラウンド・広場等 6 1.30 12 3.47 6 1.30 12 3.47 

(7)教育施設 9 9.06 8 9.28 9 9.06 8 9.28 

(8)福祉施設・厚生施設 9 0.95 6 0.96 9 0.95 6 0.96 

(9)街路 0 0 1 1.96 0 0 1 1.96 

(10)レジャー農園 31 1.54 18 0.83 31 1.54 18 0.83 

(11)河川緑地 5 21.95 0 0 5 21.95 0 0 

(12)その他 1 0.40 0 0 1 0.40 0 0 

公共施設 

(13)公共施設緑地計 （5）～(12)の計 143 40.18 55 17.04 143 40.18 55 17.04 

(14)都市公園等 合計 (4)+(13) 156 43.91 56 17.18 156 47.91 56 26.18 

(15)グラウンド・広場等 2 1.30 0 0 2 1.30 0 0 

(16)教育施設 5 0.74 3 0.80 5 0.74 3 0.80 

(17)社寺境内地 67 9.64 10 1.89 67 9.64 10 1.89 

(18)古墳 0 0 1 0.08 0 0 1 0.08 

民間施設 

(19)民間施設緑地計 (15)～(18)の計 74 11.68 14 2.77 74 11.68 14 2.77 

(20)施設緑地 計 （14）+(19) 230 55.59 70 19.95 242 59.59 73 28.95 

(21)条例等に 

よるもの 
松林寺 1 0.05 0 0 1 0.05 0 0 

河川区域 0 0 9 21.37 0 0 9 21.37 
(22)法規制に 

よるもの 
生産緑地 

518 
（筆） 

20.8 0 0 
518 
（筆） 

20.8 0 0 

(23)地域制緑地計 (21)～(22)の計 519 20.85 9 21.37 519 20.85 9 21.37 

(24)施設・地域制緑地間の重複  1 0.05 0 0 1 0.05 0 0 

(25)緑地総計 (20)+(23)-(24) 749 76.39 78 41.32 753 80.39 87 50.32 

※生産緑地の筆数・面積は、平成 20 年９月現在、その他現況の箇所数・面積は平成 19 年度末現在の数値
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５－３ 緑の４つの機能からみた緑地の配置 

緑地の配置にあたっては、公園緑地の機能である「環境保全」「レクリエーション」「防災」

「景観形成」の各機能別の緑地配置を設定します。 

 

①環境保全機能 

 
【配置方針】 

「人と環境にやさしい快適居住環境の形成」 

 
【現況】 

・緑は、快適な生活環境を構成したり、生き物の生息場所となったり、高田寺や白山社のよ

うに本市の歴史風土を物語る社寺林であったりと環境を保全する機能を担っています。 
・近年では、地球温暖化防止やヒートアイランド現象など都市環境の負荷の低減にあたって、

緑が重要な役割を果たしていくものとして位置づけられています。 
・本市は、市域の外周を五条川や合瀬川等の河川が流れ、それらの河川から農地へ水路が引

き込まれています。市の中心は西春駅や徳重・名古屋芸大駅を中心に市街地が広がり、そ

の外周に農地が点在しており、まちのみどりと田園が調和しています。さらに、市域を縦

横に道路が通過しており、面的に広がりのある緑と帯状に連続する街路樹の緑があります。 
【方針】 

・本市では、これらの河川、水路、緑化された道路、農地について、環境を保全する機能を持つ

緑地として位置づけます。 
・さらに、社寺林や公園緑地を野鳥や昆虫などの生き物が移動する経路の中継点として配置し

ます。 
・とくに、生産緑地は、市街地内はまとまりのある緑やオープンスペースが少ないことから

貴重な緑・オープンスペースとして位置づけます。 
・河川の水面や都市計画道路に植栽される街路樹、沿道の民有地の緑化などの緑は、市街地

に冷涼な風を送り込む風の道として位置づけます。 
 

■風の道のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光の反射と蓄熱に
よって、温度が上昇 

緑陰により太陽光が当た
らないため涼しく、街路
樹に沿って冷涼な空気が
流れる「風の道」ができ
る 

蒸散（水蒸気）

風の道 太陽
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②レクリエーション機能 

 
【配置方針】 

「誰もが歩いて行ける公園緑地の整備・充実」 

 
【現況】 

・公園などのオープンスペースは、市民の多様なレクリエーションに対応する空間として位

置づけられます。 
・少子高齢社会となっている近年では、公園やオープンスペースは子どもの遊び場だけでは

なく高齢者の憩いや健康づくりの場、子育て世代のコミュニケーションの場など多様な機

能を担っています。 
・現状の公園緑地の配置状況として、都市公園は十分とはいえませんが、身近に数多くまた

バランス良く児童遊園が配置されています。そのため、市民の利用は児童遊園が多くなっ

ています。都市公園では、コッツ山公園の利用が多く、その他ジャンボプール・文化勤労

会館の利用が多くなっています。 
・一方で、本市は、住宅都市として発展し「歩いて暮らせるまちづくり」を目指しているこ

とから、居住環境の質を向上させるため、公園緑地の整備も求められます。 
【方針】 

・これらを踏まえ、利便性を考慮してジャンボプールや健康ドームなどの既存施設に隣接し

て新たに市域の核となる公園緑地を整備し、より機能を充実させるものとします。 
・子どもから大人までが体力づくりや健康づくりなど運動ができる公園を整備します。 
・さらに、小学校区を基本として、１箇所以上地域の核となる公園緑地を配置するものとします。 
・また、これらの拠点となる公園緑地をネットワークするよう「文化の回廊」と「水辺の回廊」を整

備し、水と緑でつながるようにします。 
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③防災機能 

 
【配置方針】 

「災害に強い緑のまちの形成」 

 
【現況】 

・公園や街路樹などの緑は、地震や火災の際に、火災の延焼を防止したり、避難地や避難路

となるとともに、消防活動やボランティアの救援活動拠点、復旧活動拠点、仮設住宅地、

広域防災拠点となるなど、防災面で多様な役割を果たします。 
・本市は、市域を河川で囲まれていることから、洪水の危険性もありますが、多くの区域で

は河川と市街地の間には農地があります。 
・平成 12 年の東海豪雨では、床上浸水・床下浸水の大きな被害もあったことや、東海・東

南海地震の発生の危険性もあることから災害時の備えが必要となっています。 
【方針】 

・公園緑地は、災害時の一時避難地や延焼遮断帯となるため、小学校区を基本に１箇所以上の

地域の核となる都市公園を配置します。 
・また、幅員のある街路や都市計画道路には街路樹を植栽し連続した緑を確保し、火災時の延

焼を防止し災害の拡大を防止するとともに、建物の道路側への倒壊を防止し避難ルートを

確保するようにします。 
・市街地の周辺に点在する農地は、遊水機能を有し、存在しているだけで都市の安全を確保

することから保全します。 
・住宅地が密集している地区においては、地震時の倒壊を防止するため、ブロック塀を生垣化

するなど、緑の力を活かして防災力をアップさせます。 
・工場周辺の緑は、災害を軽減し住宅地や農地などの周囲と調和する工場緑地として位置づ

けます。 
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④景観形成機能 

 

【配置方針】 

「地域の個性を活かした歩きたくなる街なみ景観の形成」 

 
【現況】 

・緑は、美しい景観を形成するとともに、四季の変化を告げ生活にうるおいや安らぎをもた

らします。 
・本市の景観の特徴として、市域を囲む五条川や合瀬川などの河川と広がりのある農地があ

げられ、市民アンケート調査でも残したい緑として高い評価を得ています。 
・また、高田寺や白山社などの社寺林は、平坦な地形の本市にあって立体的な緑であるとと

もに歴史を感じさせる緑であることから本市のシンボルとなる景観として位置づけられま

す。 
・しかし、都市公園や街路樹の整備が少ないことから、身近な地域の中でのまとまった緑の

景観は少ない状況にあります。 
・名古屋芸大前の豊山西春線は、アートエリアロードとして特徴ある整備が進められていま

す。 
【方針】 

・緑豊かで良好な景観を形成するためには、従来からある緑の拠点や軸を充実させるととも

に、新しいまちづくりや基盤整備などと調和させてネットワーク化を図っていきます。 
・本市の特徴的な景観に河川景観と道路景観があることから、河川の水辺空間を活かした「水

辺の回廊」、まちづくりの特徴であるアートを活用した「文化の回廊」を整備し、水と緑が一体と

なったネットワークを形成し「歩きたくなる街なみ」づくりを行います。 
・ネットワークの形成にあたっては、都市計画道路等の基盤整備にあわせ街路樹植栽やアー

トを活かした修景整備を進め緑の景観形成の骨格としていきます。 
・さらに、都市計画道路に接続する細街路においても、基盤整備とあわせ植栽整備や街角花

壇などの緑と花の景観づくりを進めます。 
・西春駅周辺および徳重・名古屋芸大駅周辺は、都心核・副都心核としての整備を進めるた

め、まちの顔となるよう景観整備を進めます。 
・農地は、新緑や収穫の時期など季節を告げる緑として位置づけます。 

・工場緑地は、周囲の農地や住宅地と調和する緑地として位置づけます。 
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⑤水と緑のネットワーク ～「環境軸」の形成～ 

・前述の４つの緑の機能をより効果的に発揮させるには、緑のネットワーク化を図ることが

重要です。 
・まちづくりを進めていく中で緑が創出され、それらの緑がこれまである緑とつながりを持

つことで広がりのある緑が築かれ、水や緑の持つ機能を複合的・効果的に発揮するため緑

豊かなまちを形成することができます。 
 

【配置方針】 

「生き物とのふれあいや豊かな四季感のある、 

住みやすく快適な水と緑の環境軸の形成」 

 
＜水と緑のネットワークの必要性＞ 

・環境保全、防災など緑が持つ機能をより効果的に発揮させるためには、緑の連続性を確保・

充実させることが必要です。 
・そのため、五条川や合瀬川などの河川や、都市計画道路等の骨格となる緑だけではなく、

地域における身近な用水や細街路などをネットワーク化して連携し、充実していくように

します。 
・また、水と緑のネットワーク化により、野鳥や昆虫などの生息空間を広げることができる

ため、多様な生き物が生息することができます。 
 
＜水と緑のネットワークの形成＞ 

・水と緑のネットワークは、河川や道路の水と緑をネットワークするだけではなく、これら

を「軸」に「拠点」となるまとまりのある緑地を結びつけることによって、より緑の持つ

機能の効果を発揮することができます。 
・本市の北側を流れる五条川は、本市の骨格を形成する河川の一つであるだけではなく、桜

並木で有名な河川として知られており非常に知名度が高く、隣接する岩倉市や一宮市など

と連携した五条川の環境保全が求められています。そのため、本市では、五条川を広域的

な環境軸として位置づけます。 
・「拠点」となる緑は、都市公園などの公園緑地のほか、生産緑地、面的に広がる農地、社寺林

などまとまりのある緑地であり、これらの緑地を確保することによって、連続した緑の中

継点として機能します。 
・西春中学校をはじめとする小中学校は、壁面緑化や屋上緑化等によってエコロジカルな建

物として学習環境の改善を進めるだけではなく、環境教育の推進や地域への環境に関する

情報発信拠点としていきます。 
・このように、「軸」となる緑と「拠点」となる緑を確保することによって、点から線へ、そして面

的に緑が広がり、都市環境が向上することによって、生き物とのふれあいや豊かな四季を感じる

ことができ、住みやすく快適なまちづくりができます。
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５－４ 都市公園の整備の方針 

本市における都市公園の整備は、市域全体・地域・街区の３段階で設定します。 

 

市域の核となる交流拠点 

市域全体での交流の拠点となる公園緑地で、地域バランスを考慮して総合的なレ

クリエーション機能を有する都市公園を配置します。なお、１箇所あたりの公園面

積については、地域の実情に応じて確保していきます。 

 

地域の核となる交流拠点 

小学校区を基本とした地域の交流拠点となる公園緑地で、小学校区に１箇所以上、

主に校区内に居住する住民が利用する都市公園を配置します。なお、１箇所あたり

の公園面積については、地域の実情に応じて確保していきます。 

 

身近な緑の交流拠点 

身近な生活圏にある公園緑地で、主に歩いて行ける範囲に居住する住民が利用す

る都市公園を配置します。なお、１箇所あたりの公園面積については、地域の実情

に応じて確保していきます。 

 

■概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の核となる交流拠点 身近な緑の交流拠点 

街区・地区レベル 
市域の核となる交流拠点 

市域

街区・地区

拡大 

市域・地域レベル 

地域の核となる交流拠点 

-33-



-34-



北名古屋市緑の基本計画                                                                                                                             

 第６章 施策の方針 

6－1 施策の展開 

基本方針に基づき計画実現に向けて、以下のような施策の体系に基づいて施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑のハートフルタウン 
～水・緑・人がつながる 

快適なまち～ 

緑の将来像 

 

＜みどりを守る＞ 

まちに残る水辺や社寺林、農地

など貴重なみどりを守ります 

  

＜みどりを創る＞ 

暮らしににぎわいと交流、安心

をもたらすみどりを創ります 

  

＜みどりを増やす＞ 

快適で住みよいまちに彩り

と季節を感じる身近なみど

りを増やします 

  

＜みどりでつなげる＞ 

みんなで美しいまちなみに映

えるみどりでつなげます 

 

＜みどりで人をつくる＞ 

子どもから大人まで、誰もが心

身ともに健康な人づくりを進

めます 

緑の基本方針 

 

河川、農地、社寺林の 

みどりを守ります

 

道路や河川などの 

みどりをつなげます

 

市街地のみどりを 

増やします

 

 

拠点のみどりを創ります 

 

スポーツを通じた心身の

健康づくりを進めます 

高田寺や白山社などの社寺林の保全とネットワーク化 

農地・生産緑地の保全 

公共公益施設の緑化推進 

西春駅周辺および徳重・名古屋芸大駅周辺の基盤整備と一体となったまちの顔づくり 

民有地における緑化の推進（住宅地・商業施設・工場など） 

特徴ある美しい並木道の整備 

新たな地域拠点となる都市公園の整備 

市民参加による公園緑地の計画・整備・管理運営 

水辺の桜並木づくり 

河川空間における親水施設整備や散策ルートの整備 

健康づくりや体力づくりができる公園の整備 

まちの巨樹・巨木・名木の保全 

野球などの球技ができる公園の整備 

農地などを活用した緑の中継点の整備 

文化の回廊・水辺の回廊の整備 

＜主要施策＞ 

＜施策の方針＞ 

名古屋芸術大学と連携したまちづくり 

３つの交流核となる公園緑地の整備 
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 ①河川、農地、社寺林のみどりを守ります 

 
＜施策の方針＞ 

五条川や合瀬川などの市域を囲む河川は、本市を形作る緑地であることから、今後とも

保全します。 
また、市街地周辺に点在する農地は、生産基盤のみならず、緑の景観資源として美しい

四季の風景を見せたり、遊水機能を持ち洪水や大雨時の浸水被害を軽減したり、多様な生

き物の生息場所となるなど様々な機能を有していることから、緑を維持していきます。 
高田寺をはじめとする本市の歴史風土を物語る緑地は、その歴史性を保全するだけでは

なく、地域のシンボル的な緑の存在であることから保全します。 
 
河川空間における親水施設整備や散策ルートの整備       

 
五条川や合瀬川などの河川は、本市を形作っている緑地であると同時に、風の道となり

上流や下流の市街地に向かって冷涼な風を送り届け、快適な都市環境に資する緑地となっ

ています。また、桜並木や親水施設などがあることもあり、市民の愛着が深いため今後も

積極的に保全を図ります。 
今後も、親水施設整備や散策ルートの整備を進め、レクリエーション機能をさらに高め

るようにします。 
 
農地・生産緑地の保全       

 
市街地の周辺に点在する農地は、食料生産基盤であると同時に、良好な田園景観を形成

しているほか、生き物の生息場所となっているなどさまざまな機能を果たす緑地であるこ

とから、保全を図ります。 
特に、市街地内の生産緑地は、オープンスペースの少ない市街地内において貴重な存在

であることから保全を図ります。 
なお、農地を利用し維持していくためには、後継者不足などの問題があることから、農

地の集積やレジャー農園、田んぼ園等への転換など柔軟な対応をしていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

田植えを体験する子ども 
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高田寺や白山社などの社寺林の保全とネットワーク化       

 
高田寺や白山社などの歴史性のある社寺林は、本市の歴史や自然を伝える緑地として重

要であることから、保全します。また、樹林地の少ない本市にとっては、まとまりのある

緑地として貴重で、野鳥や昆虫の生息場所や移動の中継点ともなるため保全します。 
これらの社寺林は、単独で存在することが多いため、参道や幹線道路からのアクセス区

間などを街路樹などの緑と連続するようにしてネットワーク化を図ります。 
 

 
まちの巨樹・巨木・名木の保全       

 
長岳院のクロマツは高さ８ｍ・幹周り 2.2ｍの巨木で歴史性があるほか、松林寺のイチ

ョウ、五条小学校のメタセコイヤも樹高が高く遠くから見ても場所が分かる存在となって

います。このような巨樹・巨木は、地域のシンボルやランドマークとなる緑であり、これ

らを「まちの巨樹・巨木・名木」として保全を図る制度をつくります。 
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②拠点のみどりを創ります 
 
＜施策の方針＞ 

本市では、都市公園の整備が十分といえないことから、誰もが歩いて都市公園へ行ける

よう公園緑地を整備します。また、文化勤労会館や健康ドームなどは多くの市民に活用さ

れているため、市民の多様なニーズに対応するようこれらの施設に隣接して都市公園を整

備します。市街地内には、住民の交流拠点となる新しい公園を整備するとともに、まちの

顔となる駅周辺の緑化を進めます。 
 
３つの交流核となる公園緑地の整備       

 
本市の都市公園は、土地区画整理事業地を中心に整備されていますが、市全域では公園

緑地の整備箇所が十分な状況にあるとはいえないため、市民全体の交流拠点となる公園緑

地を地域バランスを考慮して３箇所配置します。 
３つの交流核は、「文化・アート」「健康・スポーツ」「環境・エコロジー」をキーワード

に性格付けを行い、それぞれ特徴的な公園整備を推進します。 

【文化・アート】 
文化勤労会館・文化の森に隣接する

交流核では、名古屋芸術大学と連携し
た文化・アートをテーマとした公園整備
を推進します。緑と一体となったモニュ
メントの展示など、野外美術館のように
文化の薫る公園づくりを推進します。 

【環境・エコロジー】 
鹿田中央周辺の交流核では、市街地内のまとまりの

ある樹林地を創出する公園整備を推進します。緑が少
ない市街地内で、住民の植樹活動などを推進して市街
地内に森を形成し、市街地内でのうるおいのある公園
づくりを推進します。また、小高い山を作るなど、周囲
から視認性の高い緑地整備を行い、本市の緑の拠点と
なるようにします。市街地内のまとまりのある樹林地
は、「クールアイランド」を形成し、周囲の温度上昇を抑
制することから、都市環境を改善する緑地として機能す
るようにします。ここでは、環境にやさしい資材や緑化
を進めることによって、市民の環境への意識を高めた
り、環境への取り組みを実践したり紹介する環境学習
拠点としても機能するようにします。 

【健康・スポーツ】 
健康ドームに隣接する交流核では、運動・スポーツ

ができるような広いスペースのある公園整備を推進し
ます。健康ドームと一体的に健康づくりや体力づくりが
できるよう、運動・スポーツのできる公園整備を推進し、
子どもから大人までがスポーツを通じて心身の健康づ
くりができるようにします。 
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新たな地域拠点となる都市公園の整備       

 
本市の都市公園は、土地区画整理事業地を中心に整備されており、市全域では公園緑地

の整備箇所が十分な状況にあるとはいえないため、誰もが歩いて都市公園へ行くことがで

きるよう小学校区に１箇所以上の都市公園を整備します。新たに創出する都市公園は、従

来のような一律的な内容の整備ではなく、それぞれの場所に応じた個性のある施設整備を

行います。 
なお、都市公園の整備にあたっては、ユニバーサルデザインや防災、防犯、子育て支援、

リサイクル、自然エネルギーの活用などさまざまな視点を勘案し、誰もが安全安心に利用

できる公園づくりを目指します。 
また、既存の公園緑地については、住民のニーズを反映するなど機能の拡充を図ります。 

 
市民参加による公園緑地の計画・整備・管理運営       

 
公園緑地は、これまで行政による計画から整備後の管理まで行ってきていますが、今後

は市民と行政との協働や指定管理者制度を活用した多様な主体による管理への移行を推進

します。 
特に、新しい公園整備にあたっては、公園の利用者である住民の率直な意見を取り入れ

るためワークショップ形式による計画づくりや、清掃や花壇の手入れなど運営管理の一部

をアダプトプログラム（里親制度）の活用など住民との協働で行うなど、住民との連携を

強めます。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
西春駅周辺および徳重・名古屋芸大駅周辺の基盤整備と一体となったまちの顔づくり       

 
西春駅周辺および徳重・名古屋芸大駅周辺は、本市への来訪者が初めて目にする本市の

街なみであることから、本市の顔となるよう基盤整備と一体となった景観整備・緑化を進

めます。 
景観整備・緑化にあたっては、それぞれの地区の特性に応じた特徴ある整備を行います。

また、それぞれの地区が、文化の回廊の拠点となるよう回廊の周辺に点在する文化財等の

案内なども含めたルート案内やマップ等情報発信等の機能を担うようにします。    

合瀬川の清掃活動 フラワー同好会による緑化活動 
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名古屋芸術大学と連携したまちづくり       

 
本市には名古屋芸術大学のキャンパスがあることから、アートエリアロードの整備等大

学と連携した特色あるまちづくりを進めています。今後も、このアートを活かしたまちづ

くりを推進するとともに、卒業後も本市に残って創作に励み、作品を展示できるような緑

と一体となったスペースを提供し、創作活動と植栽整備・景観整備が連携した良好な景観

が市内各所にあるまちづくりを進めます。 
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③市街地のみどりを増やします 

 
＜施策の方針＞ 

市街地は、住宅や店舗・事業所などが多く密集しているため、緑の空間を増やしまちに

潤いとやすらぎを与えるようにします。緑を増やすため、行政だけではなく市民との協働

を通じて積極的な緑化を図ります。 
 
公共公益施設の緑化推進       

 
行政が緑化の先導的な役割を果たすため、東・西庁舎をはじめとする公共公益施設の緑化

に努めます。敷地内に植栽を増やすだけではなく、緑のカーテンなど家庭でも取り入れやす

い緑化手法を実践し、市民が公共公益施設を訪れた際に見ることができるよう緑化手法紹介

も行っていきます。緑化にあたっては、二酸化炭素吸収や蒸散機能の高い樹木を選定し、地

球温暖化防止やヒートアイランド現象の緩和に寄与するようにします。 
また、小中学校は、災害時の避難場所やレクリエーション機能を持つ施設であり、積極的

な緑化により防災機能を向上します。さらに、緑の中継点としての機能や児童の環境学習の

場として機能するよう校舎のエコアップを図ります。 
西春中学校は、エコ改修を実施していることから、本市のエコロジー・環境のモデルとな

り、他の小中学校へ普及していくとともに、本市のエコロジー・環境に関する情報提供拠点

としていきます。 
 

■西春中学校改修工事の概要 

西春中学校改修工事は、環境省の「学校エコ改修と環境教育事業」に指定されたモデル事業で

す。この事業は、地球温暖化を防ぐ学校改修を進めるハード事業と、こうした整備を利用し、学

校と地域が協力した環境教育の推進や環境建築技術の地域への普及といったソフト事業を一体的

に進めるものです。 
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民有地における緑化の推進（住宅地・商業施設・工場など）       

 

◆住宅地 

既存の住宅地では、家庭での緑づくりを進めるため、庭木や生垣に適した樹種の紹介

や手入れの方法などを紹介する情報発信を行います。ブロック塀を生垣化することによ

って、緑の壁を形成するとともに防災力がアップすることを紹介していきます。 
 

◆商工業施設 

駅前などの商店街では特徴あるフラワーポットや植木鉢のなどを商店の看板とともに

設置することを啓発します。 
沿道型の商業施設では、街路樹整備や歩道の清掃活動への協力を呼びかけるとともに、

店先や駐車場等のスペースへの緑化を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花や緑で店先が飾られた商店街

生垣やプランターなどによる緑豊かな住宅地 
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④道路や河川などのみどりをつなげます 

 
＜施策の方針＞ 

本市の文化資源をネットワークする文化の回廊や、市内を流れる新川、五条川などを結

ぶ水辺の回廊について、文化の感じられる街なみ整備や水と緑が一体となったネットワー

ク整備を進めます。 
また、市域を縦横に通過する都市計画道路について道路の整備にあわせて積極的に街路

樹植栽を行い、線的な緑から面的な緑へ広がるようにします。 
 
文化の回廊・水辺の回廊の整備 

 
文化勤労会館やアートエリアロードなどを経由する文化の回廊は、本市が有する多様な

文化資源をネットワークしていくため、文化資源やモニュメントに彩りや風格を与える花

や樹木を整備します。また、回廊では、街路樹植栽やプランター等による緑化を推進し、

緑豊かな散策路づくりを行います。 
五条川や合瀬川など市域外周を流れる河川や鴨田川などの市内を流れる河川をネットワ

ークする水辺の回廊は、親水空間づくりや水辺の散策路整備を行います。回廊には、街路

樹や草花による緑化を推進し、水と緑が調和した散策路づくりを行います。 
文化の回廊や水辺の回廊では、回廊を含む周辺の文化財やアート作品等の案内や散策ル

ート、地域で見られる生き物などを示す情報提供を行うとともに、地域のイベントや祭り、

作品展などの情報を地域住民自らが発信できるようにし、既存施設とのネットワーク化を

図っていきます。 
 
特徴ある美しい並木道の整備       

 
都市計画道路の整備にあわせ、西春駅東線のケヤキ並

木のように街路樹植栽を進めます。植栽する樹種は、沿

道住民とのワークショップ等により計画づくりし、特徴

ある並木道を整備していきます。並木道には「ケヤキ通

り」など愛称を住民から募集して命名するなど地域住民

に愛される道路づくりを目指します。 
さらに、住民による歩道清掃や落ち葉掃きなどを行う

ボランティア団体の活動を支援します。 
 
 
 
 西春駅東線のケヤキ並木 
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水辺の桜並木づくり       

 
五条川や合瀬川の桜並木と連続するよう

に水辺の桜並木づくりを推進します。桜の

種類を変えるなど、河川や区間ごとに特徴

づけを行い、楽しく散策できるようにしま

す。  

本市には五条川や合瀬川など８本の一級

河川が流れています。近年、集中豪雨によ

る浸水被害が各地で頻発していることから、

河川管理者である愛知県に総合治水対策を

要望していきます。 

 
 
農地などを活用した緑の中継点の整備       

 
文化の回廊や水辺の回廊は、街路樹などにより帯状の緑を形成しますが、その中継点と

なるまとまりのある緑の拠点を整備します。この中継点は、低未利用地となっている農地

を活用し、菜の花やレンゲなどの草花（景観作物）を植栽します。また、水辺のビオトー

プとしての整備を行うことにより、周囲の農地との連続性を確保していきます。 

川沿いの桜並木での散策 
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⑤スポーツを通じた心身の健康づくりを進めます 

 
＜施策の方針＞ 

明るく元気な子どもたちを育成するため、子どもたちが元気良く、友だちと仲良く野球な

どの球技ができる公園を整備します。また、スポーツを通じて心の健康を養い、健全な心身

の育成を図っていきます。 
また、社会人から高齢者の誰もが健康づくりや体力づくりができるようスポーツや軽運動

ができる公園を整備します。 

 
野球などの球技ができる公園の整備       

 
野球やサッカー、テニスなどは子どもたちに人気のあるスポーツですが、都市公園では

ボール遊びができない状況です。そのため、野球などの球技が楽しめる公園を整備します。 
スポーツや運動を通じて、身体的に健康になるだけではなく、仲間意識を高めたりする

ことで心も健やかな人となるようにスポーツ・運動ができる公園を整備します。 
 
健康づくりや体力づくりができる公園の整備       

 
社会人から高齢者の誰もが健康づくりや体力づくりができるようスポーツや軽運動がで

きる公園を整備します。 
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６－２ 住民の参加、協力等の促進 

 
緑の普及・啓発活動の推進       

 
◆広報活動の推進 

緑化に関する意識を高めるため、広報などによる緑化行事の積極的な紹介を行ったり、

市のホームページに緑化に関する情報を掲載したりするなど、市民が緑化に関心を持つこ

とができるように取り組みます。 
 

◆緑化行事の開催 

緑に親しんだり、緑を育てるためのきっかけづくりとなる緑化行事として、緑に関する

講座や自然観察会などを開催します。また、花いっぱい週間といった市民ぐるみの緑化キ

ャンペーンの開催、レジャー農園での収穫祭りなどを積極的に企画し実施します。 
緑化行事は、各地域の小学校の総合学習と連動させるなど、子どもから大人までが緑に

ついて考え、体験できる空間を提供するようにします。 
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６－３ 施策の方針図
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第７章 緑化推進重点地区 

 

７－１ 緑化推進重点地区の設定 

【緑化推進重点地区の一般的な定義】 

緑化推進重点地区は、「緑の基本計画」の策定に伴い、公園緑地の整備及び緑化推進を重点

的・総合的に行う地区です。緑化推進重点地区の指定により、本市が目指す緑の将来像を目

に見える形で示すことにより、市民に緑化意識の高揚を促したり、目標となる緑のまちづく

りの早期達成を目指していきます。 

緑化推進重点地区の指定区域は、例えば、駅前などの都市の顔となる地区や緑化推進の住

民意識が高い地区など緑化施策が進めやすかったり住民参加が期待できる地区のほか、現況

で十分な緑化が図られていないため意識的に緑を増やしていく必要があると考えられる地区

などが考えられます。 

 

＜緑化推進重点地区を指定する区域の例＞ 

・駅前等都市のシンボルとなる地区 

・特に緑の少ない地区 

・避難地の面積が十分でない等防災上課題があり、緑地の確保及び市街地の緑化

を行う必要性が特に高い地区 

・緑化の推進の住民意識が高い地区 

・市街地開発事業等の予定地区 

・緑地協定の締結の促進等により良好な住宅地の形成を促進する地区 

・都市公園を核として都市住民の憩いの場の創出を図る地区 

・公共施設と民有地の一体的な緑化及び景観形成により良好な環境の保全及び創

出を図る地区 

 

 

【本市における緑化推進重点地区の設定】 

本市は、都市公園の整備が十分でないことや市街化区域内では住宅などが比較的密集し

ていることから民有地の緑化が十分進んでいない状況にあります。そのため、本市ではあ

る一定の区域を緑化推進重点地区とは指定せず、「全市を緑化推進重点地区」として指定し、

３つの市域の核となる交流拠点と地域の核となる交流拠点の整備を先導的な施策として位

置づけ、積極的に整備を進め、この公園緑地を核として近隣地域の緑化を住民との協働に

より進めていくことを目指します。これらの拠点となる公園緑地の整備や近隣地域の緑化

施策の展開にあたっては、計画から立案、施策の実現、維持管理までを「市民・企業・ボ

ランティア団体・行政」が協力しそれぞれの立場で緑化を進めていくものとします。 
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