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≪１人当たりの公園面積を 0.3 ㎡とします≫ 

≪計画対象区域内における緑地量の減少の抑制に努めます≫ 

４ 川越町の施策  

（1）計画の基本 

①川越町における「緑の基本計画」の位置づけ 

川越町では、「第7次川越町総合計画（令和3年3月策定）」や「川越町都市マスタープラン（平成20年12

月策定）」において、将来のまちづくりの方向性を示しています。 

本計画では、新しいまちづくりの方向性の中で、緑に関する部分の詳細な計画として位置づけています。 

 

②計画の前提 

 

 

 

 

③目標水準 

本町の緑の保全・創出に関する計画目標として、「緑地の確保目標」、「都市公園等の整備目標」の目標水

準を決め、緑の将来像の実現を目指します。 

■緑地の確保目標 

区域  
前回改定時 

（平成 22 年） 

現在 

（令和２年） 

目標年次 

（令和 13 年） 

市街化区域 
緑地割合 3.0% 3.5% 3.2% 

緑地面積 19.3ha 20.6ha 20.6ha 

都市計画区域 
緑地割合 6.7% 6.8% 6.8% 

緑地面積 58.2ha 59.5ha 59.5ha 

行政区域全体 
緑地割合 6.7% 6.8% 6.8% 

緑地面積 58.2ha 59.5ha 59.5ha 

 

■都市公園等の整備目標（都市計画区域内） 

 
前回改定時 

（平成 22 年） 

現在 

（令和２年） 

目標年次 

（令和 13 年） 

都市公園の面積（※１） 0.2ha 0.5ha 0.5ha 

住民 1 人当たり都市公園面積 0.1 ㎡/人 0.4 ㎡/人 0.3 ㎡/人 

都市公園等の面積（※２） 17.5ha 17.7ha 17.7ha 

住民 1 人当たり都市公園等面積 12.5 ㎡/人 11.7 ㎡/人 10.8 ㎡/人 
（※１ ）都市公園の面積･･･都市公園面積+市民緑地面積 
（※２）都市公園等の面積･･･都市公園面積+市民緑地面積+公共施設緑地面積 

 

 

  

計画期間   ： 概ね10年後の令和13年度（2031年度） 

将来人口（2031年）  ： 16,426人 

目標年次の市街化区域面積 ：    640ha 

目標年次の都市計画区域面積 ：    872ha 

目標年次の行政区域面積 ：    872ha 
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（2）住民の意識 

①アンケート結果からの考察 

令和元年10月に行われた第７次川越町総合計画の策定に向けた住民意識調査において、川越町が今後

目指すべきまちのイメージとしては、「水害や地震などの災害に強いまち」が59.3%で最も割合が高くなって

います。次いで「子ども、高齢者、障がい者など誰もが暮らしやすい、人にやさしいまち」（54.7%）、「犯罪の

ない安心・安全なまち」（28.7%）、「健康でいきいきと暮らせるまち」（15.1%）、「自然を大切にし、自然の魅

力を感じられる、環境にやさしいまち」（13.5%）と続いており、災害に強いまちや、人にやさしいまちを半数

以上の人が望んでいます。 

前回調査と比較して、近年、全国各地で地震や台風などが頻繁に発生していることなどが影響して、「水

害や地震などの災害に強いまち」が13.7ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域を良くしていくために、現在活動していることについては、「参加していない」が 57.3%で最も割

合が高くなっています。 

・ただし、地域を良くしていく活動への今後の参加意向については、「参加するつもりはない」が23.5％

（345名）を占めていますが、33.8%（497名）が新たに活動への参加意向を示しています。 
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住民参加や住民主体のまちづくりを推進するために町として行うべきことについては、 

・住民参加や住民主体のまちづくりを推進する上で、町として行うべきこととして、「まちづくりに関するさ

まざまな情報を提供する」が37.8%で最も割合が高くなっています。次いで「まちづくりについて考え

たり、参加したりできる場や機会を提供する」（32.1%）、「まちづくりリーダー研修の開催など、まちづく

り活動を行う人材を育成する」（20.8%）、「まちづくり活動を行うための活動費などを支援する」

（17.4%）となっており、住民参加等を推進するために、まちづくりの情報を提供することをはじめ、まち

づくりへの参加の場や機会の提供、リーダー等の育成、活動費助成などが望まれています。 

・前回調査と比較して、「まちづくり活動を行うための活動費などを支援する」が4.1ポイント上昇していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②アンケート結果からの課題 

【情報提供と住民参加の機会の提供について】 

これらのことから、住民参加や住民主体のまちづくりを推進していくにあたっては、さまざまな情報提供

や参加できる場や機会の提供が必要であると住民が考えていることがわかります。また、緑のまちづくり

においても同様のことが考えられることから、上記に配慮した取組が必要です。 

地域を良くしていく活動への今後の参加意向については、新たに活動への参加意向を示している方も

多数いることから、上記への取組により新たに活動への参加を促すことが必要です。 
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（3）緑の保全と緑化の施策 

 

 

方針１-1 貴重な自然環境の保全 

① 貴重な自然環境の保全 

本町の朝明川河口部に広がる高松海岸は、町を代表する自然環境として、また、四日市広域管内

で唯一干潟が残る貴重な自然海岸となっています。砂浜や干潟を代表する植物や生物が生育し、鳥

類が越冬地や渡りの中継点とするなど、この貴重な自然環境を次世代へ継承していくためにも適切

な保全管理が必要です。 

【取組】 

○四日市港港湾計画との整合にも配慮した保全・整備 

〇ゴミ等の清掃活動の推進及び連携 

〇海浜植生や海岸生物等の保全 

 

方針１-2 樹林地・農地の保全 

② 農地の保全・活用 

農地は生産機能だけでなく、環境保全や景観形成、洪水時の一時貯留など多面的な機能を持って

いるため、優良な農地については保全していくことが望まれ、農地の持つ多様な多面的機能に対して

地域住民の理解を深めることも必要です。 

【取組】 

○土とのふれあいの場、農業への理解を深める場として、遊休農地などを活用した農園や

学校農園などに利活用 

○法人団体等による遊休農地・耕作放棄地の保全管理や相談 

 

  

基本方針１ “つながる”水と緑の保全と創出 
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方針１-3 市街地につなぐ水と緑の軸づくり 

③ 河川などの保全・活用 

本町を流れる員弁川（町屋川）と朝明川は、堤防機能の強化、河床の浚渫、雑木撤去などの水害

対策の実施や、環境美化保全のための要望及び協力を県などの関係機関に働きかけるなど、引き続

き適正な河川管理を行います。町内を流れる用水路については、鯉やホタルが生息しており、また、

朝明川沿いは桜並木が形成されている美しい河川となっていることから、魅力ある水辺環境の保

全・整備が求められています。 

河川空間は、水と緑のネットワークを構成する主要な軸線となるだけでなく、多様な生物にとって重

要な生息・移動空間ともなっており、こうしたビオトープとしての機能にも十分な配慮が必要です。 

【取組】 

○員弁川（町屋川）・朝明川について、関係機関と連携しながら水害対策の推進や環境美

化のための保全 

○水辺の魅力創出とにぎわいづくり 

 

④ 安全で快適な歩行者ネットワークの形成 

本町は、町域がコンパクトなうえ概ね平坦であるため、日常的な生活は徒歩や自転車での移動が

しやすい地域特性があります。 

しかしながら、幹線道路網の整備は比較的進んでいるものの、それ以外の生活道路で道幅が狭く、

歩行者や自転車にとっての安全性が確保できていない箇所もあります。 

生活道路の整備とともに、河川沿いの道や幹線道路の歩道などと併せて、安全で快適な歩行者・

自転車ネットワークを形成することが重要です。 

【取組】 

○主要な生活道路においてカラー舗装化などによる改修を図るとともに沿道の緑化推進 

○朝明川、員弁川(町屋川)について河川に沿った道路の修景整備 
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方針１-4 自然とふれあう場の整備と充実 

⑤ ふれあい､憩える､魅力ある空間の創出 

遠浅の自然海岸で潮干狩りも楽しめる高松海岸の周辺には、川越緑地公園や川越町運動施設、

北部浄化センター緑地などがあり、本町のレクリエーションの中心的なエリアとして、たくさんの人に

利用されています。今後もより多くの人が自然とふれあい、憩える、魅力ある空間となるよう、「利用」

と「保全」の両面から環境整備に取り組む必要があります。 

【取組】 

○利用者が自然の魅力を楽しめる環境整備 

○北部浄化センターの緑化整備 

○環境学習活動の継続・推進と学習体制の充実 

〇高松海岸の魅力や海岸美化、安全防災等の情報発信の推進 
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方針2-1 身近な公園の充実と再編 

① 身近な公園の再整備 

遊具など公園施設の点検を定期的に実施し、施設の更新や修繕を行うことで、利用者が安全で安

心して利用できる公園の適切な維持管理に努めます。 

【取組】 

○公園の再整備と維持管理の充実 

 

方針2-2 核となる公園緑地の整備・利用促進 

② 拠点となる公園緑地の整備 

本町には、小規模ながら２つの都市公園があり、周辺住民に利用されています。他方、新型コロナ

危機を契機として、全国的に緑や公園などオープンスペースの重要性が改めて注目されており、交

流拠点・レクリエーション拠点となる将来を見据えた公園のあり方を検討する必要があります。 

【取組】 

○交流拠点・レクリエーション拠点となる公園のあり方検討 

 

方針2-3 ”まちなか“緑化の推進 

③ 公共施設緑化の推進 

公共施設においては、快適で親しみのある空間となるように敷地内の植栽などを推進するとともに、

新設や改築時には、緑地空間を十分確保する必要があります。 

また、既存の街路樹がまちなみ景観や歩行者の通行に支障をきたしている箇所については、適切

に維持管理をする必要があります。 

【取組】 

〇公共施設などの敷地内緑化の推進 

〇街路樹の適正な維持管理 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 2 まちを“彩る”緑化の推進 
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開発事業においては、各種法令及び指導要綱に基づき、住宅や工場、事業所などの緑地の確保に

ついて適正な指導を行います。 

また、民有地緑化を推進するため、既存制度の見直しを検討します。 

【取組】 

○住民や事業者の協力による身近な緑化の推進 

 

方針 2-４防災・減災機能の充実 

⑤ 緑地の防災機能の充実 

緑地は、災害時の避難場所や災害救助活動拠点、延焼遮断帯などの多様な防災機能を有してい

ます。本町では、公共施設の多くが避難所に指定されており、避難所としての防災機能の充実を図る

必要があります。 

また、緑地などにおいて自治会・住民・企業等と連携した防災訓練等を実施し、防災意識の向上や

自助・共助による地域防災力の向上を推進します。 

【取組】 

○避難所における緑地としての防災機能の充実 

○地域と連携した防災訓練等の実施 

 

  

④ 民有地緑化の推進 
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方針3-1 緑化や保全の支援 

① 緑のまちづくり活動の推進 

緑の保全や緑化の推進には、地域住民の参加と協力が不可欠であることから、地域住民の主体的

な緑地の保全活動を支援します。 

住民が自発的に緑化活動に参加できるよう支援する仕組みづくりを検討します。 

【取組】 

〇地域活動団体の取組への支援 

〇住民参加の緑化活動への仕組みづくり 

 

方針3-2 緑に関する人材育成 

② 公園緑地の維持管理体制の充実 

地域住民と協働して身近な公園の管理体制の充実を図り、有効活用に努めます。 

そのため、街区公園や街路樹など地域にとって身近な公共空間に対して、地域が愛着の持てる公

園づくりや、地域住民の手による緑化や維持管理を促進するための支援体制を充実します。 

【取組】 

○緑化や計画段階から住民が参画できる体制づくり 

○魅力増進や維持管理を補完する住民ボランティア等の育成 

 

方針3-3 緑に関する情報提供 

③ 環境教育・啓発活動の推進 

自然を守り、育てていくためには、住民一人ひとりが人と自然との関わりに対して理解を深めてい

くことが重要です。その取組の一つとして、霞４号幹線整備事業で高松海岸堤防に整備された環境

学習施設を活用し、次世代を担う子どもたちに対する環境教育の取組に努めます。 

【取組】 

○環境学習施設を有効活用し、子どもたちに対する環境学習の推進を図る 

○環境保全に関わる多様な情報ツールによる情報発信 

○緑の募金や種子の無料配布による緑化に対する意識の向上 

 

  

基本方針３ みんなで“育てる”緑づくり 
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方針3-４ 緑に関する官民連携 

④ 多様な主体と連携した魅力向上の取組 

地域における住民、住民活動団体、企業等の民間主体による活動形態が多様化・高度化し、多様

な主体による協働の範囲が広がってきています。 

このような時代の流れに合わせて、民間活力による公園緑地等の運営、維持管理を行うことが必

要です。 

【取組】 

○民間活力を活用した緑の整備及び運営管理 

○民間活力導入のための仕組みづくり 
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（4）緑化重点地区 

①緑化重点地区の概要 

緑化重点地区とは、緑化の方向性や手法等についてのプランを定め、緑化を重点的に推進することにより、

緑の基本計画が目指す将来像をモデル的に具現化し、都市全体への波及を図ることを目的としています。 

 

②指定の考え方 

貴重な自然海岸である高松海岸周辺と朝明川・員弁川河口部周辺を水辺ネットワークとした緑地の適正

な保全に取り組むとともに、持続可能な魅力ある緑地空間の形成を目指し、緑化重点地区として位置づけま

す。 

■高松海岸、朝明川・員弁川水辺ネットワーク 

【地区特性】 

高松海岸、環境学習施設、町総合体育館、川越緑地公園、北部浄化センター緑地及び近隣周辺の桜

並木などが集約されており、自然が多く、住民が身近に集い、憩える拠点であるとともに、防災の機能

面からも重要な地区です。 

 

【保全の方向性】 

高松海岸周辺では、良好な水辺景観や適正な緑化保全への取り組み、多世代の人が集い、健康づく

りやレクリエーションを楽しめる誰もが憩える空間の保全に努めます。 

また、北部浄化センターの緑化整備及び海岸・河川堤防の機能強化等については、引き続き県など

の関係機関に働きかけるなど、防災面の整備を図ります。
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■緑化重点地区（川越町）の位置 

 

水辺に沿った歩行空間の確保 

干潟の保全と適正利用の徹底 

北部浄化センター緑地の利用検討 

水辺空間をフィールドとした環境学習の場づくりと機会の創出 

自然に配慮した海岸保全 

水生生物に配慮した河川改修 

スポーツ拠点としての活用促進 

官民一体となった緑地空間の維持 


