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緑の基本計画

本計画では、市民と緑との関わりを通し、

現状の緑の保全と新たな緑の創出を図り、

緑の豊かな成長により、水と緑の環状帯を

形成する姿を緑の将来像とします。

緑の将来像

● 衣浦港沿いの水辺、河川、道路、社寺、公園や多様な生物が生息する

　 緑などを活かした緑地網を整備・保全します。

● 地域に親しまれる都市公園等の維持・活用を市民協働のもと進めていきます。

● 地域の特性に応じた特徴ある緑化を進め、高浜らしい緑を育てていきます。

■緑の将来像図
吉浜地区
旧市街地の歴史性を活かしたまちなかの
緑化や臨海部の緑地整備の推進。
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「都市の緑」は安全で快適な都市生活を守っています。
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環境保全 レクリエーション

景観形成

緑のネットワーク

緑のネットワーク形成により
効果的に機能を発揮

【高浜川、稗田川、明治用水中井筋/
段丘崖沿いの樹林地/ 社寺林/ 
衣浦港沿いの水辺/ 市街地北部
及び東部の農地/ 生産緑地など】

【段丘崖沿いの樹林地/ 
遊水機能を有する市街地北部及び東部の農地/
地域防災計画に定める避難地（公園/学校
施設/グラウンドなど）/ 街路樹など】

【中部公園/ 街区公園/ 学校施設/グラウンド/ 
テニスコート/ 児童遊園/ 子ども広場/
ベイサイド計画の緑地/ 大山緑地/ 鬼のみち、
川のみち、海のみちなど】

【高浜川、稗田川、明治用水中井筋/
段丘崖沿いの樹林地/ 社寺林/衣浦港沿いの水辺/
駅前広場周辺/ やきものの里、森前公園周辺/ 
紫峰人形美術館周辺の緑など】

防　災

高浜市都市政策部都市整備グループ
〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目１番地２
℡（0566）52-1111（代表）

大気を浄化し、ヒートアイランド現象を緩和
するなど気候を調整する機能、省エネへの
寄与、生物多様性を守る働きなどがあります。

災害時に市民の避難場所になり、火災時の
延焼を抑えるなど、まちの安全性を高める災
害から市民を守る大きな役割があります。

海辺や川沿いの緑、田園の風景、街路樹や街
並みのアクセントとなる緑、住宅地の修景な
ど、都市景観をつくる役割を果たします。

休息や憩いの場となる木かげ、散策やジョギ
ングができる緑道、子供の遊び場など、身近
な健康づくりやレクリエーションに欠かせな
い役割を果たします。

中部公園などの都市公園
での緑化活動の推進や街
路樹の維持管理の充実。

公園等における市民協働に
よる運営管理の推進や稗田
川沿いの緑化推進。

高浜川、衣浦港などの
水辺環境周辺における
緑化の推進。

大山緑地などの都市公
園や社寺の緑地保全と
公共施設や鬼のみち、海
のみち沿いの緑化推進。
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本計画は第６次総合計画の目標に沿った計画としており、

基本目標を「自然豊かな魅力あふれる憩いの場を守り、育てる」とし、計画の実現を図ります。
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緑の基本計画策定にあたって

緑の基本目標
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３つの基本方針と施策

（１）計画の背景と目的

　「緑の基本計画」は、地域の視点から緑の保全

と緑化の推進を図り、高浜市（以下、本市）の魅力

をさらに向上させていくため、都市緑地法の第４

条に基づいて策定するものです。

　本計画は、平成8年3月に策定しており、その後

10年以上経過していることから、地域の状況や変

化に合わせて見直しを図り、中長期的な観点に

立って策定しました。

基本目標に「自然豊かな魅力あるふれる憩いの場を守

り、育てます」を掲げ、親しめる緑をできるだけ身の回り

に配することを目標とします。限られた公園緑地の中で

この目標を実現し、「住みたくなるまち高浜」を創ってい

（２）緑の基本計画の位置づけ

　本計画は、「第６次高浜市総合計画」に即し、か

つ、「高浜市都市計画マスタープラン」との適合を

図り策定します。「愛知県広域緑地計画基本方

針」との整合を図ります。

①対象区域

【高浜市における都市計画区域】1,300ha（市全域）

②計画の期間

【目標年次】平成33年（西暦2021年）

緑の基本方針

緑を育てる計画

自然豊かな魅力あふれる憩いの場を守り、育てます

市民との協働により、高浜市の緑を共に育てていきます。

衣浦港沿いの水辺、河川、道路、社寺、公園や多様な生物が生息する緑などを保全、活用し、
自然豊かな魅力あふれる憩いの場を育てていきます。

また、地域の特性に応じた特徴ある緑化を進め、高浜らしい緑を市民協働で育てていきます。

地域固有の緑を

守る

日常的に親しめる緑を市民協働で

育てる

憩い・交流の場となる緑を

整備する
環境保全や景観形成に資する緑を保全します。 公園緑地の適正な維持管理や防災機能の拡充、

臨海部の緑地の新設などを推進します。
・河川や水辺沿いの緑の保全

・段丘崖斜面林の保全

・社寺林の保全

・優良農地の保全

・幹線道路の緑化
・稗田川、衣浦港沿いの水辺の緑化
・官公庁施設、学校の緑化
・住宅地、商業地、工業地の緑化
・緑化重点地区における事業推進

・緑の普及・啓発活動の推進
・環境学習活動の強化
・環境保全美化活動の推進
・緑化に関する顕彰制度の検討
・市民協働の推進

・シンボルとなる公園緑地の整備
・身近な公園の維持管理の充実、長寿命化・リニューアルの推進
・市街化拡大での新規公園の整備
・稗田川プロムナード、鬼のみち、川のみち、海のみち等の
  既設遊歩道の活用
・都市公園等の防災機能の拡充

公共公益施設や民有地の緑化を推進します。 市民と共に緑化活動を推進します。

くために、市民協働のもとで身近に緑を親しめる環境づ

くりを進めていく「緑を育てる計画」の推進が重要に

なってきます。

１．公共公益施設の緑化を推進します。

２．民有地の緑化を推進します。

シンボルとなる公園などの都市公園、高浜ベイサイド計画等による公

園・緑地の整備、都市計画道路の緑化、歩道の改良・新設と緑化を進

めます。また稗田川の緑化や身近な水路の親水化を推進します。こ

のほか官公庁施設、学校をはじめとする公共公益施設の緑化を進め

ます。

３．市民の緑化活動を推進、支援します。

緑に触れ、緑を楽しむ機会づくりとして、緑に関する様々な講座やコ

ンクールなど本市の水や緑を活かした市民参加型のイベント活動等

を積極的に企画・実施します。

本市では「高浜市ウォーキングトレイル整備」などで潤いのある環境

づくりに向けた取り組みを行っていますが、それと連動して住宅地、

商業地、工業地等の民有地緑化も進めていきます。

新たな緑化事業制度として「あいち森と緑づくり事業」が平成21年度

から愛知県にて実施されており、緑化重点地区などにおいて「身近

な緑づくり」、「県民参加緑づくり事業」などの活用を進めます。

市独自の事業制度として、「市民予算枠事業」があり、環境保全、生涯

学習等の推進に資する活動等への活用を推進します。

公共施設緑化（高浜エコハウス）

緑のまちなみ

河川の緑化

「緑の甍」植樹祭

吉浜地区の吉浜駅東側地区 緑化重点地区の選定要因

高取地区

【施策例】
CO2削減につながる緑づくりや市民の生きがいの場づくり
市民活動の場としての公園緑地の活用
観光・交流空間としての民家や商業地の花飾り運動など

１ 緑化行事を積極的に開催します

市内の小学生や中学生をはじめ、市民を対象に稗田川や衣浦港

などの水辺環境を活用した環境学習や自然観察会、課外学習指

導がＮＰＯ等の民間団体を主体として行われています。これらの

活動を支援し、市主催行事との連携を図った取り組みを推進し

て、自然や緑に対する市民の興味や意識を高めていきます。

３ 環境学習活動を強化します

緑地や水辺環境において、清掃などの美化活動がＮＰＯ等民間団体

を主体として行われています。水や緑に対しての問題意識を持つ

きっかけとして、それらと連携した市民活動の企画や民間団体の

活動への参加支援を行います。

４ 環境保全美化活動を推進します

緑化に関する取り組みなどに対して応援し、緑化に対する活力を創

り出します。

５ 緑化に関する団体を応援します

緑化についての意識を高めるために、緑化行事や緑化事例の積極的

な紹介を行うほか、地域の緑を紹介する機会を設けます。

２ 広報活動を強化します

いらか

【施策例】
緑化優良施設の紹介 巨樹、高齢樹の紹介
緑化奉仕団体に対の紹介 緑化功労者に対する表彰
優秀な緑化デザインの紹介

市内の緑に愛着を持つきっかけとし、公園等の管理運営への関心を

高めてもらうために、既存の民間団体と連携するなど市民参加の機

会を拡大します。

特に重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき緑化重点地区を選定し、地区全体の効果的な
緑化への取り組みを進めます。

６ 市民参加をさらに促進し、市民協働を推進します

■緑化重点地区の設定

【施策例】
多様な主体(NPO、まちづくり協議会等)の緑化活動への参画
公園の計画・運営、緑化などの事業推進への参画
多様な活動(植樹祭、自然観察会等)への参画
市民協働にかかわる新規制度の導入

観察会（稗田川）

清掃（鮫川）

公園でのイベント開催

ワークショップによる公園づくり

4

・駅前等都市のシンボルとなる
・密集市街地のため、防災面に課題があり、緑地
の確保や緑化が必要
・住民の緑化推進意識が高い
・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が可能
・関連事業との一体整備



緑の基本計画策定にあたって

緑の基本目標

2 3

３つの基本方針と施策

（１）計画の背景と目的

　「緑の基本計画」は、地域の視点から緑の保全

と緑化の推進を図り、高浜市（以下、本市）の魅力

をさらに向上させていくため、都市緑地法の第４

条に基づいて策定するものです。

　本計画は、平成8年3月に策定しており、その後

10年以上経過していることから、地域の状況や変

化に合わせて見直しを図り、中長期的な観点に

立って策定しました。

基本目標に「自然豊かな魅力あるふれる憩いの場を守

り、育てます」を掲げ、親しめる緑をできるだけ身の回り

に配することを目標とします。限られた公園緑地の中で

この目標を実現し、「住みたくなるまち高浜」を創ってい

（２）緑の基本計画の位置づけ

　本計画は、「第６次高浜市総合計画」に即し、か

つ、「高浜市都市計画マスタープラン」との適合を

図り策定します。「愛知県広域緑地計画基本方

針」との整合を図ります。

①対象区域

【高浜市における都市計画区域】1,300ha（市全域）

②計画の期間

【目標年次】平成33年（西暦2021年）

緑の基本方針

緑を育てる計画

自然豊かな魅力あふれる憩いの場を守り、育てます

市民との協働により、高浜市の緑を共に育てていきます。

衣浦港沿いの水辺、河川、道路、社寺、公園や多様な生物が生息する緑などを保全、活用し、
自然豊かな魅力あふれる憩いの場を育てていきます。

また、地域の特性に応じた特徴ある緑化を進め、高浜らしい緑を市民協働で育てていきます。

地域固有の緑を

守る

日常的に親しめる緑を市民協働で

育てる

憩い・交流の場となる緑を

整備する
環境保全や景観形成に資する緑を保全します。 公園緑地の適正な維持管理や防災機能の拡充、

臨海部の緑地の新設などを推進します。
・河川や水辺沿いの緑の保全

・段丘崖斜面林の保全

・社寺林の保全

・優良農地の保全

・幹線道路の緑化
・稗田川、衣浦港沿いの水辺の緑化
・官公庁施設、学校の緑化
・住宅地、商業地、工業地の緑化
・緑化重点地区における事業推進

・緑の普及・啓発活動の推進
・環境学習活動の強化
・環境保全美化活動の推進
・緑化に関する顕彰制度の検討
・市民協働の推進

・シンボルとなる公園緑地の整備
・身近な公園の維持管理の充実、長寿命化・リニューアルの推進
・市街化拡大での新規公園の整備
・稗田川プロムナード、鬼のみち、川のみち、海のみち等の
  既設遊歩道の活用
・都市公園等の防災機能の拡充

公共公益施設や民有地の緑化を推進します。 市民と共に緑化活動を推進します。

くために、市民協働のもとで身近に緑を親しめる環境づ

くりを進めていく「緑を育てる計画」の推進が重要に

なってきます。

１．公共公益施設の緑化を推進します。

２．民有地の緑化を推進します。

シンボルとなる公園などの都市公園、高浜ベイサイド計画等による公

園・緑地の整備、都市計画道路の緑化、歩道の改良・新設と緑化を進

めます。また稗田川の緑化や身近な水路の親水化を推進します。こ

のほか官公庁施設、学校をはじめとする公共公益施設の緑化を進め

ます。

３．市民の緑化活動を推進、支援します。

緑に触れ、緑を楽しむ機会づくりとして、緑に関する様々な講座やコ

ンクールなど本市の水や緑を活かした市民参加型のイベント活動等

を積極的に企画・実施します。

本市では「高浜市ウォーキングトレイル整備」などで潤いのある環境

づくりに向けた取り組みを行っていますが、それと連動して住宅地、

商業地、工業地等の民有地緑化も進めていきます。

新たな緑化事業制度として「あいち森と緑づくり事業」が平成21年度

から愛知県にて実施されており、緑化重点地区などにおいて「身近

な緑づくり」、「県民参加緑づくり事業」などの活用を進めます。

市独自の事業制度として、「市民予算枠事業」があり、環境保全、生涯

学習等の推進に資する活動等への活用を推進します。

公共施設緑化（高浜エコハウス）

緑のまちなみ

河川の緑化

「緑の甍」植樹祭

吉浜地区の吉浜駅東側地区 緑化重点地区の選定要因

高取地区

【施策例】
CO2削減につながる緑づくりや市民の生きがいの場づくり
市民活動の場としての公園緑地の活用
観光・交流空間としての民家や商業地の花飾り運動など

１ 緑化行事を積極的に開催します

市内の小学生や中学生をはじめ、市民を対象に稗田川や衣浦港

などの水辺環境を活用した環境学習や自然観察会、課外学習指

導がＮＰＯ等の民間団体を主体として行われています。これらの

活動を支援し、市主催行事との連携を図った取り組みを推進し

て、自然や緑に対する市民の興味や意識を高めていきます。

３ 環境学習活動を強化します

緑地や水辺環境において、清掃などの美化活動がＮＰＯ等民間団体

を主体として行われています。水や緑に対しての問題意識を持つ

きっかけとして、それらと連携した市民活動の企画や民間団体の

活動への参加支援を行います。

４ 環境保全美化活動を推進します

緑化に関する取り組みなどに対して応援し、緑化に対する活力を創

り出します。

５ 緑化に関する団体を応援します

緑化についての意識を高めるために、緑化行事や緑化事例の積極的

な紹介を行うほか、地域の緑を紹介する機会を設けます。

２ 広報活動を強化します

いらか

【施策例】
緑化優良施設の紹介 巨樹、高齢樹の紹介
緑化奉仕団体に対の紹介 緑化功労者に対する表彰
優秀な緑化デザインの紹介

市内の緑に愛着を持つきっかけとし、公園等の管理運営への関心を

高めてもらうために、既存の民間団体と連携するなど市民参加の機

会を拡大します。

特に重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき緑化重点地区を選定し、地区全体の効果的な
緑化への取り組みを進めます。

６ 市民参加をさらに促進し、市民協働を推進します

■緑化重点地区の設定

【施策例】
多様な主体(NPO、まちづくり協議会等)の緑化活動への参画
公園の計画・運営、緑化などの事業推進への参画
多様な活動(植樹祭、自然観察会等)への参画
市民協働にかかわる新規制度の導入

観察会（稗田川）

清掃（鮫川）

公園でのイベント開催

ワークショップによる公園づくり

4

・駅前等都市のシンボルとなる
・密集市街地のため、防災面に課題があり、緑地
の確保や緑化が必要
・住民の緑化推進意識が高い
・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が可能
・関連事業との一体整備
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３つの基本方針と施策
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高浜市

2011　 2021

高浜市

緑の基本計画

本計画では、市民と緑との関わりを通し、

現状の緑の保全と新たな緑の創出を図り、

緑の豊かな成長により、水と緑の環状帯を

形成する姿を緑の将来像とします。

緑の将来像

● 衣浦港沿いの水辺、河川、道路、社寺、公園や多様な生物が生息する

　 緑などを活かした緑地網を整備・保全します。

● 地域に親しまれる都市公園等の維持・活用を市民協働のもと進めていきます。

● 地域の特性に応じた特徴ある緑化を進め、高浜らしい緑を育てていきます。

■緑の将来像図
吉浜地区
旧市街地の歴史性を活かしたまちなかの
緑化や臨海部の緑地整備の推進。

翼地区

地区別緑の方針

高取地区

港地区

思いやり  支え合い  手と手をつなぐ　大家族たかはま

高浜地区

凡　例

整備 保全

臨海の緑

緑のみち

緑の拠点

農地の緑

歴史の緑

海のみち
鬼のみち
川のみち

河川の緑

「都市の緑」は安全で快適な都市生活を守っています。

都市の緑のはたらき

高浜市

環境保全 レクリエーション

景観形成

緑のネットワーク

緑のネットワーク形成により
効果的に機能を発揮

【高浜川、稗田川、明治用水中井筋/
段丘崖沿いの樹林地/ 社寺林/ 
衣浦港沿いの水辺/ 市街地北部
及び東部の農地/ 生産緑地など】

【段丘崖沿いの樹林地/ 
遊水機能を有する市街地北部及び東部の農地/
地域防災計画に定める避難地（公園/学校
施設/グラウンドなど）/ 街路樹など】

【中部公園/ 街区公園/ 学校施設/グラウンド/ 
テニスコート/ 児童遊園/ 子ども広場/
ベイサイド計画の緑地/ 大山緑地/ 鬼のみち、
川のみち、海のみちなど】

【高浜川、稗田川、明治用水中井筋/
段丘崖沿いの樹林地/ 社寺林/衣浦港沿いの水辺/
駅前広場周辺/ やきものの里、森前公園周辺/ 
紫峰人形美術館周辺の緑など】

防　災

高浜市都市政策部都市整備グループ
〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目１番地２
℡（0566）52-1111（代表）

大気を浄化し、ヒートアイランド現象を緩和
するなど気候を調整する機能、省エネへの
寄与、生物多様性を守る働きなどがあります。

災害時に市民の避難場所になり、火災時の
延焼を抑えるなど、まちの安全性を高める災
害から市民を守る大きな役割があります。

海辺や川沿いの緑、田園の風景、街路樹や街
並みのアクセントとなる緑、住宅地の修景な
ど、都市景観をつくる役割を果たします。

休息や憩いの場となる木かげ、散策やジョギ
ングができる緑道、子供の遊び場など、身近
な健康づくりやレクリエーションに欠かせな
い役割を果たします。

中部公園などの都市公園
での緑化活動の推進や街
路樹の維持管理の充実。

公園等における市民協働に
よる運営管理の推進や稗田
川沿いの緑化推進。

高浜川、衣浦港などの
水辺環境周辺における
緑化の推進。

大山緑地などの都市公
園や社寺の緑地保全と
公共施設や鬼のみち、海
のみち沿いの緑化推進。

川のみち

海
の
み
ち

鬼
の
み
ち

本計画は第６次総合計画の目標に沿った計画としており、

基本目標を「自然豊かな魅力あふれる憩いの場を守り、育てる」とし、計画の実現を図ります。
緑の基本計画

八幡社

神明社
正林寺

観音寺

近隣公園

専修坊

神明社

緑地

神明宮

大山緑地

春日神社
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