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第 1章 計画策定の趣旨 

 

 「緑」は、日常身近にある自然として、生活に潤いや癒しを与える重要な都

市環境の要素となっています。しかし、利便性が向上し、都市化が進む本市に

あっては、時とともに減少しています。 

一方、近年は、地球温暖化防止などの視点から「緑」の機能が注目されつつ

あり、現代文明が、地球の過去に蓄積したエネルギー資源（石炭や石油など）

を大量に消費し、20 世紀において大量生産、大量消費の文明が進展したことで、

21 世紀前半において、人類の生存を脅かす環境の悪化や資源・食料の枯渇が進

む状況が危惧される状況になっています。このような文明の転換が必要になっ

ている今日、身の回りの自然と調和した「持続可能な社会」としての生活スタ

イルや価値観が世界的に求められる時代を迎えており、「緑」の保全の意義も、

日常的な安らぎの場になることに加えて、広い視野での価値付けが必要になり

つつあります。 

市内の特徴的な自然である斜面林と湧水の保全については、和光市環境基本

計画（以下、「環境基本計画」という。）及び和光市環境基本計画実行計画（以

下、「実行計画」という。）の重点取り組みの冒頭に掲げられた最重要課題とな

っています。市民の認識では豊かな緑のある環境が和光市の特徴であり、和光

市の市民憲章では「緑をふやし、きれいなまちをつくります。」とし、｢みどり

豊かな人間都市、和光｣を将来都市像として掲げ、努力しているが多くの樹林地

が失われているのが現状です。 

 このような認識のもと、市では、環境基本計画及び実行計画にのっとり、市

民協働の理念環境保全に関し総合的かつ計画的に実施するための「和光市緑地

保全計画」（以下、「本計画」という。）をとりまとめました。 

 本計画は、身の回りの「緑」及び和光市の特徴的な自然環境を守り、育て、

活かすことを目指し、市民との協働を大切にする考え方にたって、市民による

委員会からの報告を基礎としています。また、計画の推進にあたっては、市の

広範な行政、すなわち区画整理や道路整備、安心安全なまちづくり、次世代に

引き継ぐための環境教育などとの連携が図られ、成果を挙げていくことが期待

されます。 
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第２章 計画の基本的事項 

 

２－１ 策定の背景 

 本市は、発展しつつある市の環境をより良くするため、環境保全に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を平成 15 年 3 月に策定

し、さらに実行計画に基づき、各種施策を推進しています。「和光市緑の保護

および緑化推進に関する条例」により、まとまった樹林地を保全地区として指

定したほか、都市緑地法による市民緑地（ふれあいの森等）に指定して、土地

所有者、市民及び市の協働により緑地の保全・管理を進めています。 

湧水や斜面林の多くは私有地であり、何世代にもわたり土地所有者が維持・

保全してきたが、近年、都市化に伴い、利便性が求められた結果、和光市では、

緑地や特徴的な湧水地の急速な減少が進んでおり、身近な自然の消滅が危惧さ

れています。さらに、緑地保全にとって重要な緑地の公有地化（買取り）はほ

とんど行なわれず、また、財政的裏づけとなる方策がほとんど採られていない

のが実状です。 

 このような状況において、市民と市による都市環境の改善、｢みどり豊かな

人間都市・和光｣の推進に向けた意識の向上、環境基本計画の実施に向けた施

策の推進が求められてきました。 

 

２－２ 「緑」の機能と役割 

 都市環境における身近な自然としての「緑」は、日常的な散歩や散策、通勤

や通学時に触れる景観とし、憩い、安らぎ、季節感を提供する場、鳥や昆虫な

どの生き物の生息・生育の空間、生物多様性を保ち子どもたちが自然を学ぶ場、

和光の特徴である湧き水や川の流れと融合した水環境の保持、人々の交流の場

の提供、さらに、大気の浄化や雨水が浸透する水循環を維持する場所として、

ヒートアイランド現象の緩和、自然災害時の避難場所など、さまざまな機能を

持っています。特に、白子地区の湧水は、｢水清き里白子宿｣の文化遺産として

の高い価値があります。 

 このような、多様な機能を有する「緑」は、都市環境の快適性を提供する公

共的な“資源”としての役割を果たしています。また、「緑」を含む身近な自

然に人々がふれあうことは、これまでの物質文明の価値観を持続可能な社会へ

の転換に寄与しています。その意味で「緑」は、市民共通の次世代に伝えるべ

き“財産”といえます。 

 

２－３ 計画の目的及び位置づけ 

 本計画は、環境保全上重要な役割を担う保全すべき緑地を明らかにするとと

もに、それらの緑地の保全のみならず、育成・活用の視点から、その方針及び

施策についての考えを示すことを目的とします。 

 本計画は、第 3次和光市総合振興計画の下位計画として、環境面から同計画
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や関連する計画を補完する役割を担う環境基本計画により位置づけられた、緑

地保全に係る施策を展開していくための計画です。 

 本計画の推進にあたっては、和光市都市計画マスタープランや和光市緑の基

本計画、農業基盤の強化の促進に関する基本的な構想などの緑地保全に関連す

る諸計画との連携を図るものとします。 

 

図１ 和光市緑地保全計画の位置付け 

 

 

エラー! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－４ 計画の期間 

 本計画の期間は、平成 21（2009）年度から平成 30（2018）年度までの 10

年間です。 

 

第 3次和光市総合振興計画 

（H13年 3月策定） 

後期基本計画 

（H18年 3月策定） 

和光市環境基本計画（改訂版） 

（H20年 3月策定） 
※H23年度以降、第 2次計画策定の予定 

和光市緑地保全計画 
（計画期間 H21～30 年度） 

実行計画 

（H16年 3月策定） 

・ 和光市都市計画マスタープラン 

（H13年 4月策定） 
・ 和光市緑の基本計画（H11年 3月策定）

・ 農業基盤の強化の促進に関する基

本的な構想（H19年 4月策定） 
・ 和光市景観計画（H21年 4月策定予定）
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第３章 保全すべき緑地 

 

３－１ 本市の「緑」 

 本市には、さまざまな「緑」があり、大別すると次のようなものが挙げられ

ます。 

(1) 樹林（社寺林、屋敷林、斜面林など） 
(2) 公園・緑地（樹林公園、荒川河川敷公園、午王山特別保全地区、ふれあ
いの森、及び都市公園など） 

(3) 公共施設の樹木や草地（街路樹、校庭、公共機関内の緑地、植栽、花壇

など） 

(4) 宅地・集合住宅内の緑（庭の植栽、集合住宅地の植栽、壁面緑化、屋上

緑化など） 

(5) 農地（農地、生産緑地） 

(6) その他空き地の樹木、草原など 

 これらの「緑」は、市民共通の財産として守り伝えるべきものであるが、と

りわけ和光市の自然を特長づける緑地については、環境保全の視点から、総合

的に配慮し、守り、育て、活かしていく必要があります。 

 

３－２ 保全すべき緑地 

本計画において保全すべき緑地としたものは、特別緑地保全地区(午王山斜

面林【市有地】)、和光市保全地区(７箇所【私有地】)、市民緑地（ふれあい

の森等６箇所【私有地】）、開発に伴う取得緑地(2 箇所【市有地】)、ふるさと

の森(斜面林２箇所【私有地[社寺]】)、いこいの森(斜面林 1 箇所【市有地】、

斜面林 1 箇所【私有地】)及び未指定地（越後山斜面林、熊野神社、白子坂下

湧水斜面林【以上各私有地】、赤池親水公園【公有地】など）です。 

市内には上記以外にも多様な緑地や公園があります。 

本計画において、都市公園については、「４－３ 育てる」で述べるように、

その緑地としての重要性を指摘するに留めました。 

「和光市緑の保護および緑化推進に関する条例」に基づく保存樹木について

は、対象が分散していてまとまった緑地としての保全が難しいことから、この

計画では、保全の方針について触れることに留めました。 

緑地・湧水・河川が一体となったエリアにおける、都市公園との連携を図っ

た保全が重要であるとし、「５－２ 緑地の“まとまり”や“連なり”の重視」

において言及しました。 

 個人宅や事業所の植栽や緑化については、極めて私的な性格のものではあり

ますが、協働による緑地の保全・育成の観点からその方針を示しました。集合

住宅地内の植栽については、地域内の公園の要素もあることから、公共性も加

味した保全・育成について触れました。 
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 なお、和光樹林公園は、台地上の公園で 20.2ha に及び、ほぼ確立した県営

の多目的公園として維持管理されています。荒川や新河岸川、彩湖周辺にある

公園や運動公園は、河川管理上特殊な役割も担っています。街路樹については

道路施設として整備が推進されています。このような公共施設の緑地について

は、本計画の対象緑地から除外しました。また、農地については、経済活動の

基盤としての側面が強く、「農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」

に基づき保全策を講じていくため、対象緑地から除外しました。 

 

３－３ 保全すべき緑地の現況 

(1) 武蔵野台地末端の斜面林、湧水と一体となった緑地 

 市内には、午王山特別緑地保全地区（新倉３丁目）、漆台の斜面林（下新

倉２丁目）、熊野神社（白子２丁目）、白子坂下湧水斜面林（白子２丁目）、

白子湧水群（白子２丁目）、大坂ふれあいの森（白子２丁目）、越後山の斜面

林（南１丁目）など、湧水と一体となった斜面林があります。 

 

 

 

 

 

 

白子湧水群（百段階段付近の湧水）    越後山の斜面林       大坂ふれあいの森 

 

ア 崖地にある斜面林と湧水 

 和光市の地形は、南西側に広がる武蔵野台地と北東側の荒川低地から構

成されている。これらの台地と低地の境は高低差 10～20ｍ程度の崖地が連

なっています。また、白子川、谷中川、越戸川といった河川の侵食によっ

て形成された崖地があり、入り組んだ地形をしています。 

 崖地の斜面には、ムクノキ、イヌシデ、クヌギ、ケヤキ、コナラなどの

落葉広葉樹を中心に構成される斜面林が見られます。また、関東ローム層

や武蔵野礫層、東京層などがあり、崖の切れ目から湧水が湧き出していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

関東ローム層

武蔵野礫層

東京層

地下水

斜面林

湧水

荒川低地

武蔵野台地
崖

和光市の崖地の地層 

※写真は差し替え

る予定 
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イ 和光市の湧水 

 和光市の湧水は、崖地の斜面下部から湧き出しており、市内各所にあり

ます。白子地区は、湧水が多く見られることから白子湧水群と呼ばれてい

ます。中でも、旧川越街道沿いの湧水には、毎分 200 リットル程の豊かな

湧水量があるものもあります。 

 市内の湧水は、年間を通じて水温が概ね一定で、水質が貧栄養（水中の

栄養素や有機物が少ない状態）なため、特徴的な生態系が形成されており、

サワガニやヤマトクロスジヘビトンボなどの水生生物が確認されていま

す。特筆すべき種としては、カワモズクがあります。埼玉県内での生育は

少なく、全国的にみても絶滅のおそれの強い植物です。 

 

埼玉県レッドデータブックにおけるカテゴリーの定義 

種 名 分 類 カテゴリー 

サワガニ 甲殻類 絶滅危惧 IB 類 

 絶滅危惧 IA ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の

危険性が高いもの。 

ヤマトクロスジ

ヘビトンボ 

昆虫類 準絶滅危惧 

 存続基盤が脆弱な種。現時点では、絶滅の危険度は小さいが、聖

俗条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位にランクに威光す

る要素を有するもの。 

カワモズク 藻類 絶滅危惧ⅠＡ類 

 ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。

資料：埼玉県レッドデータブック 2008 動物編（埼玉県） 

   改訂・埼玉県レッドデータブック 2005 植物編（埼玉県） 

 

ウ 里山の面影を残す斜面林 

 落葉広葉樹は積極的に農地周辺に植林

され、下草刈りや間伐等の手入れも十分

に行われていました。 

 近年、「武蔵野の雑木林」は都市化につ

れて減少しており、わずかでもまだ和光

市内にはその面影が残っています。 

 また、里山として、人々の暮らしや農

業との関わりのなかで守られてきた落葉

樹林では、その林床に「春の妖精」とも

呼ばれる春植物がひっそりと咲いていま

す。和光市ではカタクリ、イチリンソウ、

キンラン等の春植物が確認されています。しかしこれらは、雑木林の減少

や管理不足等のため減少しつつあります。 

高木層

亜高木層

低木層

草本層

樹冠

森林の階層構造 
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(2) 点在する屋敷林や社寺林 

 新倉氷川八幡神社（新倉２丁目）や吹上観音（白子３丁目）、熊野神社（白

子２丁目）などには、境内や参道を囲むように取り囲む林があります。この

ような社寺林は、「鎮守の杜」とも呼ばれ、地域の共有物として大切に受け

継がれてきた緑地です。 

 屋敷林は、防風をはじめ、薪や炭、用材を得るために利用され、守られて

きました。和光市の北側の台地部には、このような屋敷林が点在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 熊野神社（不動院の湧水）      氷川神社          吹上観音 

 

３－４ 「緑」に対する市民の期待 

 平成 20 年 10 月に｢緑地・湧水の保全に関するアンケート｣を実施しました。 

 このアンケート調査は、緑に対する市民の期待を把握することを目的とし、

緑地・湧水周辺の住民(土地所有者も含む。150 通配布、回収率 82.0％)、学校

(小学校８校、中学校３校、その他４校に、学校長宛送付、同 60.0％)、及び

市民団体・NPO(８団体、同 100.0％)を対象に実施されたものです。 

 主要な結果は、次のとおりです(アンケート結果の詳細については、付属資

料６を参照。)。 

 

(1) ｢緑｣についての重要性については、複数回答として、「憩い、やすらぎ、

季節感を与えてくれる空間」、「鳥や昆虫などの生き物の生息・生育の空

間」、「ヒートアイランド現象、騒音、大気汚染などの緩和」、「子どもた

ちが自然にふれあえる場所」、の項目を 40％以上の回答者が挙げていま

す。 

(2) 不安に感じる点(複数回答)では、「ごみが捨てられるなど、生活環境や

防犯面からの心配」が 46％、｢木の葉や枝が落ちてきて困る｣が 32％、｢特

に不安はない｣が 34％となっています。 

(3) 緑の保全については、「もっと緑を増やし、育てていきたい」と「今の

状態のまま守っていきたい」の合計が 65％となっています。 

(4) 災害防止・安全への配慮については、｢樹林を残しつつ、危険性の高い

場所のみコンクリートで固定すべき｣が 65％に及んでいます。 
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(5) 自由意見では、43 件中 34 件(77％)が、保全に肯定的な意見でした。 

(6) 学校アンケートでは、緑地の利用方法として、地域学習、地域の特徴・

湧き水について学習、生き物や、歴史との関わりなどの内容が挙げられ

ています。 

 

 このような結果から、「緑」の持つ多様な機能を生かしながら、残された緑

を保全し、新たな緑を創出していくことに対する市民の強い期待が伺われます。

また、自然環境の要素として「緑」を保全することに加え、災害防止や防犯な

どの安全・防災上の配慮を求めていることがわかります。 
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第４章 緑地の保全・育成・活用の方針 

 

４－１ 概要 

 和光市の緑地の多くは、武蔵野台地末端部の湧水と一体となった斜面林であ

ることに特徴があります。これらの緑地の多くは私有地（社寺を含む）であり、

その保全には、市民や市、土地所有者や事業者が理解・協力し、次世代に残す

努力をしていくことが大切です。 

 また、区画整理や道路整備、大規模住宅の開発などのまちづくりにおいて、

適切な緑地の確保・増量を図るとともに、市民の憩いの場、交流の場、学習の

場としての緑地の活用を進めていきます。 

 このような基本的な考えのもと、｢守る｣｢育てる｣及び「活かす」といった方

針に沿い、施策を推進していきます。 

 

図２ 施策の体系 

 

 

・ 民有緑地の公有地化 

・ 和光市保全地区や市民緑地の指定制度の活用・充実 

・ 協働による緑地の維持管理体制の整備、そのためのノウハウの蓄積 
 

 

 

＜緑地の増加と質の向上＞ 

・ 市民緑地等の制度による借り上げ等 

・ 区画整理等との連携を通じた緑地の創出 

・ 集合住宅地や事業所などにおける緑化の奨励 

・ 保存樹木の指定数の拡大 

・ 個人宅での植栽の支援 

＜公共施設の緑化推進＞ 

・ 公園・緑地の整備 

・ 緑道や遊歩道の整備 

・ 都市公園の緑化 

・ 道路整備における街路樹の充実 

・ 学校等の公共施設内の緑化 
 

 

 

・ 市民緑地制度による市民への緑地の公開の促進 

・ 環境保全に関心を持つ市民団体や NPO 法人等の活動の促進 

・ 緑地の保全・創出のためのリーダーや担い手の育成 

・ 学校での総合的な学習における緑地の活用 

・ 自然観察会や緑地保全活動の実施 

・ 学校教育及び生涯学習における環境学習の推進 

守 る 

育てる 

活かす 
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４－２ 守る 
和光市の特徴である湧水・斜面林の保全を重視し、その緑地として残る民有

地については、土地所有者の意向に配慮し、緑地としての存続を図っていきま

す。そのために、土地所有者の人的・経済的負担の軽減に寄与する和光市保全

地区や市民緑地の指定制度の活用、土地の借用、並びに必要に応じて公有地化

(土地の買取り)を行います。また、緑地保全のための財政基盤や制度について

段階的に検討、整備します。 

緑地の維持管理は、生物多様性の確保、生態系の保全を念頭において進める

必要があります。また、市民、事業者や市民団体、土地所有者及び市の協力・

協働による維持管理体制を整備し、きめ細かな運営を図る必要があります。現

在、ふれあいの森において協働による維持管理活動が進んでいますが、そこで

のノウハウを蓄積し、今後の維持管理の体制の充実に活用していきます。 

 

４－３ 育てる 

(1) 緑地の増加と質の向上 

緑地の増加を図るため、緑地指定や借り上げ、買取り及び区画整理との連

携などを通じて緑地の創出を進めます。また、集合住宅地や事業所などにお

ける植樹や緑化の奨励、保存樹木の指定数の拡大を図ります。さらに、個人

住宅等での植栽の充実が進むよう、きめ細かな支援策を講じていきます。 

緑地の質を向上するため、市民や市民団体、市が協働して、緑地の手入れ、

維持・管理が行いやすい環境や、組織作りを進めます（「５－３ 保全上の

課題」及び「６－３ 保全活動の組織づくり」参照）。 

 

(2) 公共施設の緑化の推進 

公共施設においては、公園・緑地の整備、緑道や遊歩道の整備、都市公園

の緑化、道路整備における街路樹の充実、並びに学校等の公共施設内の緑化

を推進します。 

 都市公園(児童公園も含む)においては、周辺の緑地や湧水、河川との連携

を考慮し、「緑」としての機能を発揮する樹林や植栽の整備及び維持管理を

図ります（「５－２ 緑地の“まとまり”や“連なり”の重視」参照）。 

 例えば、柿の木坂湧水公園や、柿の木坂児童公園は、越戸川と谷中川エリ

アを結ぶ湧水・緑地として、また、坂下湧水公園は長照寺や西本村ふれあい

の森と一体となった緑地として、さらに、市の中心部にある広沢原児童公園

は、樹木の多い公園として整備を図ることが考えられます。 

都市公園は、身近な自然とふれあえる場としてふさわしい樹林地の保全及

び緑化を行います。 

緑地としての都市公園は、子どもたちのためには、何気ない草地を残し、

遊び場として、また、虫などの生き物とのふれあいの場となります。都市公

園において木陰や草地を増やすことは、夏季の猛暑日の熱中症を防ぐ対策と

しても寄与します。都市公園内の樹林等からの落ち葉などは、やがて土に還
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り、食物連鎖や自然の物質循環のなかでも役割を果たしています。 

 学校の校庭(グラウンド)の緑化は、すでに東京都が着手していますが、本

市でも緑化推進の有効な手段となりえます。子どもたちの緑とのふれあい、

ヒートアイランド現象の緩和、水循環の改善にも役立ちます。 

 

４－４ 活かす 

地域住民や市民団体、土地所有者や市などが協働し、市民緑地制度等を利用

して、一般市民への緑地の公開や日常的な利用の促進を図っていきます。 

ふれあいの森などで市民参加による維持管理活動の実践が進みつつあり、保

全活動を通じたコミュニティーの形成に寄与しています。環境保全に関心を持

つ市民団体や NPO 法人等の組織の活動を支援するとともに、緑地の維持管理の

ためのリーダーや担い手の育成を図ります。 

学校での総合的な学習における緑地の活用を促進し、自然観察会や緑地保全

活動などの場として、緑地や湧水が活用されるようにします。学校教育及び生

涯学習においては、湧水の仕組みや湧水を取り巻く緑地の生態系を調べ、身近

な自然とのふれあいを通して環境学習の輪を広げていきます。 
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第５章 緑地の保全・育成・活用の形態 

 

５－１ 保全・活用の道筋 

 緑地の役割（「２－２ 『緑』の役割と機能」参照）に鑑みると、「緑」の資

源として存続することの意義と、市民が憩いや活動の場として利用することに

よる価値との両面を持っています。前者では、特に壊れやすい植生や地形の維

持のほか、安全確保上の必要性から非公開にして維持管理を要する場合があり

ます。また、後者は、市民に開放して、自然状態の保護と利用の調和を図るこ

とや、利用時の安全性の確保とともに、防犯上の配慮が課題となります。 

緑地の保全・活用にあたっては、土地所有者の意向に基づき、図３のように

公開・非公開、利用・管理の形態を採ることになります。 

土地所有者の経済的負担を軽減するために、賃借の際の借地料の支払いに加

え、税制面での配慮や売却を要する事態での買い取り（公有地化）などの支援

が必要となります。 

また、これらの支援を進める上では、条例等による法的裏づけを要し、新た

な条例の設定を要する場合もあります。なお、財源確保の問題については「６

－１ 財源の確保」で触れました。 

図３ 緑地保全・活用の形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑地の保全・活用 

土地所有者による

保全 

買 取 

（公有地化） 

  

和光市保全地区、 

埼玉県ふるさとの森 
 

市民緑地、 

いこいの森、都市公園 

・ 原則、土地借用者による

維持管理 

・ 清掃、下草刈り、観察会

等の実施（市民団体等のボ

ランティアによる管理） 

・ 案内板や柵、散策路等の

設置・管理（市による管理

／市民団体等に管理を委託）

賃 借 

（使用賃借／無償貸与「税免除」）

・ 市による維持管理 

・ 清掃、下草刈り、観察会

等の実施（市民団体等のボ

ランティアによる管理） 

・ 案内板や柵、散策路等の

設置・管理（市による管理

／市民団体等に管理を委託）

 

・ 土地所有者による維

持管理 

 

 

 

特別緑地保全地区 

市民緑地、いこいの森、 

都市公園 

主
な
緑
地

の
区
分 

利
用
形
態 

管
理
形
態 

 原則非公開。 

 自然観察などのために、

一部または一時的に開放

することが考えられる。 

 原則公開。 

 案内板や柵、散策路等を整

備した上で公開することが望

ましい。 

 原則公開。 

 案内板や柵、散策路等を整

備した上で公開することが望

ましい。 
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５－２ 緑地の“まとまり”や“連なり”の重視 

 緑地や湧水、河川が集積し、又は連続性をもって分布している一帯（「グリ

ーンベルト」と称する。）では、都市公園（児童公園を含む）を含む各緑地に

おいて、“まとまり”や“連なり”を重視し、それぞれの「緑」の機能を発揮

しながら保全・育成・活用を図っていきます。 

 複数の緑地が“まとまり”や“連なり”をもって保全されることにより、散

策や通勤、通学といった市民の日常生活における憩いや安らぎ、季節感の提供

に寄与することが期待されます。また、野鳥や昆虫の生息・生育環境の維持、

豊かな生態系の確保、防災などの面からも、より評価されます。 

 このような視点から、和光市の緑地を大掴みに見ると、｢白子湧水エリア｣

「白子川上流エリア」「越戸川エリア」「谷中川エリア」及び｢午王山エリア｣

の５つのエリアとして捉えられます。各エリアの特性と方向性は、次のとおり

です。 

「白子湧水エリア」は、歴史のある白子宿を中心に、古くから生活との関わ

りをもってきた湧水群とそれを取り巻く貴重植物の多い斜面林が維持されて

おり、生物多様性の保全と水循環の維持機能をもつ重要な地域です。 

 ｢白子川上流エリア｣は、市内最大の越後山斜面林と白子川の流れが調和した

地域であり、さらに上流は練馬区の土支田八幡宮、稲荷山及び清水山のいこい

の森、下流は白子湧水群に連なる緑地帯として重要です。 

「越戸川エリア」は、和光、朝霞両市の緑地にはさまれ、下流に貴重植物が

生育するなど、生物多様性の保全の面から高い価値を有しています。新倉ふれ

あいの森を持ち、赤池親水公園、新倉氷川八幡神社、上谷津ふれあいの森、越

戸ふれあいの森が連なっていることから、これら一帯を、森と水辺の交流・ふ

れあいゾーンとして活用を図っていくものとします。 

「谷中川エリア」は、市の中央部に位置し、区画整理や宅地開発の進む地域

にあたる。漆台の湧水(洗い場)やカタクリの自生地があります。また、新倉ふ

るさと民家園や柿の木坂湧水公園、柿の木坂児童公園があり、隣接する越戸川

エリアに連なる重要な地域です。 

 「午王山エリア」は、荒川・新河岸川に面し、低地から台地へと連なる地域

で、古代からの歴史を持つ午王山のほか、吹上観音や湧水のある妙典寺、大イ

チョウの長照寺、西本村ふれあいの森、坂下湧水公園など、これら一帯の保全

を図っていきます。 

 なお、まとまった緑地としては、和光樹林公園や荒川や新河岸川、彩湖周辺

にある公園や運動公園が上げられます。このような和光市の中核的な公園・緑

地については、“まとまり”や“連なり”を重視した緑地の保全・育成・創出

を図るなかで、施設管理者と連携し、引き続き市民の利用を促進します。 
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表１ 緑地の“まとまり”や“連なり”のある５つのエリアの概要 

 

※ かっこ内は、図４の緑地・湧水の番号又は記号に対応している。 

白子湧水 

エリア 

 白子川左岸の牛房八雲台いこいの森（20）、指定第 002
号保全地区（4）、大坂ふれあいの森（14）、白子坂下湧水
斜面林（24）、熊野神社（23）、地福寺、成田山神護寺、
白子小学校に連なるグリーンベルトとなっています。緑
が連続していることに加え、湧水地が多く、また湧水量
が豊富であることもこの区域の大きな特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

熊野神社 

白子川上

流エリア 

 白子川上流エリアの中心となる緑地は、越後山の斜面
林（21）です。緑地面積は 8,445 ㎡と大きいです。越後
山の斜面林は白子川や第五小学校等を介して白子湧水エ
リアとの連続性が保たれています。さらに、白子川の上
流側には練馬区側の土支田八幡宮、稲荷山憩いの森、清
水山憩いの森へと連なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

越後山の斜面林 

越戸川 

エリア 

 越戸川エリアとして認められる対象緑地は、赤池親水
公園（25）、新倉氷川神社（17）、新倉ふれあいの森（11）、
上谷津ふれあいの森（13）、越戸ふれあいの森（12）です。
湧水では強清水（C）や七つ釜（A）がみられます。これ
ら緑地や湧水のネットワークの中核となっているのは越
戸川で、朝霞市側には水久保公園、デン山、整備中の根
岸台斜面林も分布している。現在、県による越戸川親水
化改修計画が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

上谷津ふれあいの森 

谷中川 

エリア 

 谷中川緑地エリアは市の中心部にある。対象緑地は漆
台の斜面林（22）と指定第 011 保全地区（5）で、一体と
見なせる緑地として新倉ふるさと民家園、柿の木坂児童
湧水公園があります。漆台の湧水（F）は谷中川沿いにみ
られる数少ない湧水であり、その周辺にカタクリなどの
貴重植物が多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

漆台の洗い場 

午王山 

エリア 

 午王山エリアは、市の北側に位置し、荒川・新河岸川
に面し、低地から台地へと連なるエリアである。午王山
特別緑地保全地区（1）をはじめ、西本村ふれあいの森（低
地平地林）、指定第 10 号（2）、指定第 11 号（3）や指定
第 012 号（6）、指定第 013 号（7）など市条例による保全
地区が集まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

午王山特別緑地保全地区
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図４ 緑地のまとまりと主要な緑地・湧水 
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表２ 主な緑地の評価 

役割と機能 

エリア 緑地・湧水の名称 
番号又は
記号※１

特
徴
的
な
自
然
環
境
の
形
成 

生
物
多
様
性
保
全 

交
流
・
ふ
れ
あ
い
の
空
間 

景
観
形
成 

水
循
環
維
持
機
能 

防
災
機
能 
面積 

（㎡） 
指定区分 

指定第００２号保全地区 4 ○ ○ ○ ○ ○ 7,206 和光市保全地区

大坂ふれあいの森 14 ○ ○ ○ ○ ○  1,427 市民緑地 

牛房八雲台いこいの森 20 ○ ○  1,165 いこいの森 

熊野神社 23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 未指定 

白子坂下の湧水斜面林 24 ○ ○ ○  不明 未指定 

地福寺など - ○  － 未指定 

こしのはけ公園 B ○ ○  － 都市公園 

自動車修理工場脇の湧水 D ○ ○  － － 

百段階段付近の湧水 E ○ ○  － － 

不動院の湧水 G ○ ○  － － 

白子坂下の湧水 H ○ ○  － － 

牛房の湧水 I ○ ○  － － 

白子湧水 

 

大坂の湧水 J ○ ○  － － 

白子川上流 越後山の斜面林 21 ○ ○  8,445 未指定 

新倉ふれあいの森 11 ○ ○ ○ ○  2,761 市民緑地 

越戸ふれあいの森 12 ○ ○ ○ 619 市民緑地 

上谷津ふれあいの森 13 ○ ○ ○  1,320 市民緑地 

上谷津付近のクヌギ林 - ○  － － 

氷川神社 17 ○ ○ ○  6,250 ふるさとの森 

赤池親水公園 25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不明 都市公園 

越戸川 

七つ釜、強清水（湧水） A,C ○  － － 

指定第０１１号保全地区 5 ○  1,008 和光市保全地区

柿の木坂湧水公園 - ○  － 都市公園 

柿の木坂児童公園 - ○  － 都市公園 
谷中川 

漆台の斜面林（湧水あり） 22,F ○ ○ ○  不明 未指定 

午王山特別緑地保全地区 1 ○ ○  2,380 特別緑地保全地区

指定第１０号保全地区 2 ○ ○  1,698 和光市保全地区

指定第１１号保全地区 3 ○ ○  1,485 和光市保全地区

指定第０１２号保全地区 6 ○  550 和光市保全地区

指定第０１３号保全地区 7 ○  842 和光市保全地区

西本村ふれあいの森 9 ○ ○  2,177 市民緑地 

宮ノ台緑地 16  157 － 

午王山 

吹上観音 18 ○ ○  1,793 ふるさとの森 

指定第０５１号保全地区 8 ○  1,783 和光市保全地区

半三池緑地 15 ○ ○  393 － 

花と緑のふれあい広場 10 ○  2,290 市民緑地 

南市場いこいの森 19 ○  638 いこいの森 

その他 

市場はけの公園（湧水あり） K ○  － 都市公園 

※１ №・記号：前ページの「主な緑地とまとまり（エリア）」の図中の№・記号に対応している。 

※２ 現在は改変が進んでいる。 
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５－３ 生物多様性・生態系の保全にあたっての配慮 

 湧水を伴う斜面林が和光の特徴的自然は、これまでに人手を加えた里山的な

保全により保たれてきました。その保全にあたっては、樹林に階層構造を持た

せることや多様性のある樹種構成にするなど、生物多様性の確保、生態系の保

全に配慮し、手入れを継続していくことが必要です。また、時とともに変化す

る自然環境を調査・観察しながら、ノウハウを積み重ね、そうした経験のもと

に、保全のあり方を見直していくことが大切です。 

緑地を市民の触れることのできる身近な自然として公開する場合、自然環境

の保全はもとより、安全・防災上の配慮を講じることで、保護と利用との調和・

両立を図ることが必要です。 

 

５－４ 安全・防災への配慮 

(1) 災害時における緑地・湧水の活用 

 緑地は、震災等の災害時に、延焼防止や避難場所、避難経路等の機能を持

ちます。また、地下水を増やす機能も重要であり、白子地区の湧水は、関東

大震災の際に、避難者が湧水を利用した実績があります。家庭の井戸がほと

んど失われている現在、災害時の生活用水としても有用です。 

 そのため、その利用注１）に適する湧水の確保策（湧水地の保全と、飲料用

水や防火用水としての水質の監視と貯水設備の設置）を講じる必要がありま

す。 
 
注１） 和光市地域防災計画において、水質検査の実施を前提に、災害時の飲料水としての湧水利

用が示されている。 

 

(2) 斜面林の防災対策 

 市内の河川沿いの緑地には急傾斜地が多い。大雨や地震発生時の斜面崩壊

や土砂の流出等に対する安全面の対策が必要です。 

 緑地として斜面林の安全性を増すためには、斜面の崩壊を防ぐような植生

を維持するため、深く根を張った高木の樹林を保存し、シュロやササ、シダ

やジャノヒゲなど林床植物を生育させ、保水性のある植生を維持するといっ

た管理が必要です。常緑樹林に比べ、落葉樹林は林床植物とのバランスの取

れた森の形成が容易です。 

 急傾斜地崩壊危険箇所注）については、和光市地域防災計画により、安全対

策を実施する必要があると指摘されている。 
 
注２） 市内には、埼玉県地域防災計画により、急傾斜地崩壊危険箇所(台地周辺部の急傾斜地に

おいて、風水害などに伴い斜面崩壊が発生する危険がある場所)として 24 箇所が指定されて

おり、調査や崩壊防止工事を要し、掘削や立ち木の伐採等が制限されている。 
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(3) 利用者の事故防止 

 緑地を利用する際の安全対策としては、斜面での行動や倒木などに注意を

払うとともに、毒虫や毒草に注意するなど、子どもたちに対しては、家庭や

学校、地域で、日頃から自然に対する安全知識を身につける注意や知識の普

及に努める必要があります。良く管理された緑地は、こうした経験をつむに

は格好の場所となりますが、利用者の万が一に対する備えも十分に行う必要

があります。 

 緑地の維持管理活動においては、作業上必要な安全知識の習得に努めると

ともに、保険加入や応急処置の知識、連絡先の確認等を行うことにより、安

全確保を心がけについて周知を図ります。 

 

(4) 緑地の防犯対策 

 残念なことに、緑地の存在に伴う犯罪の発生を完全に防ぐことは不可能に

近いといえます。しかし、防犯のために緑地を皆無にすることは合理的な判

断とは言えません。日常生活の安全性確保の点からは、不審者の発見や、不

法投棄の防止のため、緑地の活用や、清掃、点検活動への地域住民の参加が

極めて重要ですので、地域との協力関係の構築を推進していきます。 
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第６章 計画推進のために求められる施策 

 

６－１ 財源の確保 

 緑地(私有地)の保全・活用を促進するためには、土地所有者の管理の支援、

税負担の軽減や有償の借り上げ、さらに必要に応じて土地の買い上げ(公有地

化)が必要となります。市が土地取得の財源を持つこと及び借地を買い取る体

制・制度を持つことは、土地所有者にとっても経済的負担を軽減する可能性が

あります。 

 土地の買い上げ等のための財源確保は、市の財政負担を伴うことから、その

必要性に対する市民の理解が必須です。また、諸般の事情から財源確保は、大

変厳しく、その対応には多様な発想が必要であり、以下のような方法の利害得

失を検討し、実現に向けて取り組みます。 

(1) 市の年度予算による対応 
(2) 専用の基金の設立 

(3) トラスト制度など市民の募金による協力を得るもの 

(4) 土地開発公社の活用 

(5) 国・県の補助金（古都及び緑地保全の補助金、公園整備の補助金など）

の活用 など 

ここで、相続発生など土地所有者の経済的状況に関係する土地の買取りに際

しては、契約や資金供給など迅速な対応を要する場合が多くあります。したが

って、年度予算での対応が困難な場合、基金のような形で財源をあらかじめ確

保するか、他市のように土地開発公社が先行取得しておくなど、運用上の工夫

をしていくことが必要です（付属資料５参照）。 

売却が必要な状況など、土地所有者に関する情報収集も重要であり、物納な

どの税務との関連も注視することが必要です。 

緑地の取得は、区画整理等や道路整備とも密接に関連を持つもので、市にお

けるそれらへの総合的な保全に要する経費の充実を検討することが重要です。 

 

６－２ 法的裏づけ 

 緑地の保全に関わる法律としては、都市緑地法（市民緑地の指定など）や都

市計画法（特別緑地保全地区の指定）、都市公園法（都市公園の整備）が挙げ

られるほか、土地利用や環境維持、土地所有や売却などについての関連法令が

あります。 

 市の条例としては、和光市環境基本条例が環境に係る基本的姿勢を示してい

ます（付属資料４参照）。 

 緑地の保全については、和光市緑の保護および緑化推進に関する条例に基づ

き、和光市保全地区や保存樹木の指定及び助成などの運用を行っています。し

かし、社会情勢や市民の期待の変化に伴い、緑地の永続性の担保、助成措置の
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充実、指定の対象となる緑地等の見直し、財源の確保の規定など、さまざまな

課題があるため、必要な見直しまたは新たな条例の整備を行います。 

 なお、緑地の育成については、和光市まちづくり条例（建築物の建築や産業

廃棄物の埋設処理施設の建設などの開発行為における一定量の緑地の確保な

ど）があります。 

 

６－３ 保全活動の組織作り 

 緑地は保全とともに活用することに重要性があり、そのための組織のあり方

については既に「４－４ 活かす」で示しました。 

 緑地の管理体制の整備の面から、市と地元住民が参加する組織の構築、また

広域的な人材・知識の確保と活用が重視され、市民が協働できる組織が育成さ

れる社会的環境を整備する必要があります。 

 柔軟かつ多様な組織の発展により、緑地の整備、調査、学校と連携した教育

活動、市民や土地所有者への緑地保全の有用性の意識啓発など、広義の緑地保

全の輪が広がる組織作りを推進します。 

 

６－４ 実態調査の実施と評価 

緑地の実態について過去と現在を把握し、緑地保全に係る取組の実施状況を

評価することは、今後の緑地保全施策の策定・推進にあたり、極めて重要です。 

そのため、緑被率など定量性のある基本データは、継続的に測定及び把握し

ていくことで、環境変化を理解する指標となります。各種の緑地面積（「表２ 

主な緑地の評価」参照）の増減、緑地の公有地化や公開化の進展状況について

は、評価の指標の設定を検討します。 

緑地の質的な面では、市内の緑地・湧水や水環境の実態調査を実施し、植生

調査や生態系の状況把握を進めることで、都市環境における自然の推移を捉え

ることができます。特に、緑地と河川・湧水の水質や水循環の関連を重視した

総合的な環境モニタリングを重視すべきです。 

さらに、ヒートアイランド現象や大気汚染、騒音などにおよぼす緑地の効果

に着目した調査が必要であり、それを基に都市環境の向上を図る必要がありま

す。 

 一定規模以上の大規模な開発や区画整理事業に際しては、埼玉県環境影響評

価条例に基づく事前調査や環境アセスメントを行うものとします。 

平成 20 年 11 月現在、主要緑地のうち公有地面積は 2,380 ㎡（午王山特別緑

地保全地区）、公開の市民緑地は 10,594 ㎡、非公開の指定保全地区は 14,572

㎡、未指定の越後山斜面林が 8,445 ㎡となっています。今後緑地の充実を図る

ためには、指定地の面積(27,546 ㎡)の拡大や、公開地を増やし、公有地の増

加を図ることが望まれます。なお、表２では、和光樹林公園及び荒川河川敷の

緑地、農地(市民農園も含む)は除外してあり、都市公園の一部が含まれていま

す。 
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６－５ 市の推進体制 

 緑地の保全・育成・活用に係る施策を推進するにあたり、和光市環境基本条

例第 19 条を受けた庁内組織である和光市環境基本計画推進調整委員会におい

て、都市基盤整備（区画整理、道路・下水道施設の設置等）や都市公園の設置・

運営、学校教育、生涯教育などを所管する部署との環境に係る施策の調整を図

ります。 

 緑地の確保は安心して暮らすことのできる都市環境の確立、都市計画を含む

都市整備には一貫性があり調和が取れた施策が必要となります。そのためにも

縦割り行政を廃した総合的施策の推進を図ります。 

 緑地保全は、東京大都市圏の大気汚染やヒートアイランド現象の低減などに

寄与するものであり、広域的な視野での施策の推進が必要となりますので、国

や県との連携を図ります。 
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第７章 緑地保全の具体的推進 

 

７－１ 緑地保全計画と環境基本計画の期間 

 緑地保全計画及びそれを位置づける環境基本計画の計画期間は、表３に示す

とおりです。 

 

表３ 各種計画の期間 

名 称 計画期間 

和光市緑地保全計画 平成 21－30 年度 

和光市環境基本計画 平成 15－22 年度 

和光市環境基本計画実行計画 平成 15－22 年度 

第 2次環境基本計画としての見直しと実施 平成 23 年度～ 

 

７－２ 緑地保全計画に基づく施策の実施の要点と実施時期 

 緑地保全に必要な具体的な実施項目と実施目標年度は、表４に示すとおりで

す。 

 

表４ 本計画における主要な実施項目と実施目標年度 

No. 大項目 項 目 目標実施年度

（平成） 

１ 環境基本計

画・実行計

画の実施 

実行計画における和光市の特徴的な自然である湧水と

斜面林の保全、特に白子湧水群の保全。(一部、大坂ふ

れあいの森として実施中) 

実行計画の各重点取組の実施 

15～ 

２ 緑地保全の財源確保についての検討と立案 

・ 和光市土地開発公社の利用 

・ (仮称)水と緑の保全基金の設立 

・ トラスト制度等の検討 

・ 国や県の緑地・公園・緑化等に関する補助金を確保

するための調査 

21，22 

３ 上記財源確保の確立と実施 23～ 

４ 市の総予算中に占める緑地保全予算の目標割合の設定 23～ 

５ 緑地公有化の実現 25～ 

６ 埼玉県広域緑地計画への参画・利用の推進 23～ 

７ 

財源確保 

必要な条例整備の検討  
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No. 大項目 項 目 目標実施年度

（平成） 

８ 緑地の実態調査の実施 

・ 緑被率の測定開始 

・ 緑地・湧水・水環境についての調査を基に、その保

全策を環境基本計画の改定に盛り込む 

 

22 

23 

９ 緑被率の再調査を基に 22 年度比の増減状況の把握と評

価。4年ごとに実施 

25，29 

10 

調査・評価 

上記調査結果を基に、緑地増強策の実施 25～ 

11 公開緑地保全と活用における市民・市・土地所有者の協

働体制の確立 

21～(進行中) 

12 持続可能な緑地保全の担い手の育成 23～ 

13 

協働 

主要緑地エリアについての緑地整備・活用案の公募 23 

14 ・ 和光市保全地区指定地についての公開の可能性、あ

るいは市民緑地への指定変更の可能性の調査 

・ 公開緑地の現状よりの拡大。10 年後に 1ha を 4ha に

増やす。 

21 

 

 

22～30 

15 緑地保全に伴う土地所有者の経済的、維持上の負担の低

減 

22～(一部実施中) 

16 無指定地の市民緑地や保全地区の指定に向けた交渉、実

現への努力の継続 

21～(一部実施中) 

17 

指定地の改

善 

各市民緑地の借用期限の延長に向けた施策の遂行 24～ 

18 都市公園(児童公園も含む)の緑化と、緑地・公園の管理

運営の連携 

22～ 

19 区画整理及び道路行政との連携による緑地保全、及び街

路樹等の緑化の推進 

22～ 

20 

総合的施策 

学校、公共機関及び大規模住宅地(団地やマンション群)

等における緑地保全策の策定 

23～ 

21 広域緑地 ・ 和光樹林公園の保全と市民活用の推進 

・ 荒川河川敷の緑地ついての有効活用の推進 

23～(一部実施中) 

24～ 

22 急傾斜緑地の安全対策、調査及び実施 23～ 

23 緑地・湧水・河川を利用する防災体制の強化 24～ 

24 

安全・安心 

緑地の防犯、利用上の安全対策の推進 21～(一部実施中) 
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まとめ 

 

１ 緑地保全の意義と重要性 

 本市は発展しつつある大都市圏の都市部にあり、都市環境として重要な緑地

の減少が進んでいます。その減少に歯止めをかけ、将来の世代に優れた環境を

引き継ぐ施策の実行が急務です。和光市の緑地の特徴は、市内の小河川沿いに

武蔵野台地の末端部に特有な湧水地を含む斜面林帯であり、それを緑地・湧

水・河川が一体となった自然環境として、市民の憩いの場、子どもたちの自然

とのふれあいの場、多様な生き物の生息地として、守り、育み、活用すること

の意義は大きいものがあります。 

 

２ 財政的・制度的裏づけ 

 本市の緑地は公有地が極めて少ない状況です。緑地保全において、本市の主

な緑地がほぼ私有地であることから、今後の緑地としての維持には、土地所有

者の理解とともに、緑地を取得する財源の確保は必須の施策です。日常的な緑

地管理の費用、緑地の借り上げに伴う税制面の優遇、さらに、土地所有者の意

向に配慮した買取りの実施等、そのための裏づけとしての条例等の整備は必須

であり、多様な財源確保の道を探り実現することが必要です。 

 

３ 活用方法の確立 

 都市環境として、緑地の存在は必須であり、市民が日常的に利用できること

が、公共的な緑地としての基本です。この計画は、市民の憩いの場や、身近な

自然を保ちふれあう場として活用できる緑地の確保を目指しています。そのた

めには、緑地や湧水、河川の自然を理解し守る活動が不可欠であり、緑地での

安全の確保や、自然観察会の実施、学校での総合的な学習への利用のサポート

を、市民や市民団体、市などが連携・協働して実施していく体制の整備が必要

です。市内のふれあいの森での、地域住民やボランティア団体、土地所有者や

市が協力して緑地の保全と活用を進めている状況は今後の活動のモデルとし

て大いに期待されます。 

 

４ 保全の推進に向けて 

 緑地の保全は都市環境の向上の施策として、区画整理や道路整備、大規模宅

地開発などにおいても一貫した視点での施策の遂行が必須です。 

 本計画は、その中で、特に本市の特徴として公的に守るに値するエリアとし

ての緑地を示し、将来の世代に「みどり豊かな人間都市・和光」を引き継ぐた

めに計画としてまとめています。 
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資料１ 和光市緑地保全計画策定委員会設置要綱 
（仮称）和光市緑地保全計画策定委員会設置要綱 
                         平成２０年 ５月 １日 
                         平成２０年要綱第１０号 

（設置） 
第１条 和光市環境基本計画に基づく緑地保全を推進する計画（以下「保全計画」という。）

の策定に当たり、広く市民の意見を反映させるため、（仮称）和光市緑地保全計画策定委

員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 策定委員会は、保全計画の原案を策定し、市長に報告するものとする。 
（組織） 

第３条 委員会は、委員３０人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任

命する。 
 ・ 公募による市民 
・ 環境基本計画の推進活動をする市民団体を代表する者 
・ 協働による緑地管理業務を受託した市民団体を代表する者 
・ 知識経験を有する者 
・ 和光市環境基本計画推進調整委員会が推薦する市職員 
（任期） 

第４条 策定委員会の委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から平成２１年３月３１

日までとする。 
 （委員長及び副委員長） 
第５条 策定委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ１名を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、委員会の会務を総理する。  
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 
（会議） 
第６条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴

くことができる。 
（庶務） 
第７条 策定委員会の庶務は、市民環境部環境課で処理する。 
（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

会議に諮って定める。 
附 則 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 
２ この要綱は、平成２１年３月３１日限り、その効力を失う。 
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資料２ 和光市緑地保全計画策定委員会委員名簿 
 
１．推薦による委員 
ア 環境活動に意識のある団体 
項目 団  体  名 推薦数 氏  名 

鈴木 千恵 
高橋 勝緒 
高橋 絹世 
西山  潔 
原田  功 
待鳥 天志 

推薦 和光市環境づくり市民会議 ７名 

渡辺 佳雄 
 
イ 緑地ボランティア団体 

 
 
２．公募による委員 
項目 応募数 氏  名 

東   亮太 
星野 安正 公募 ３名 
高柴 重夫 

 
 
 
 

項目 推薦母体名 推薦数 氏  名 
青木 正之 

越戸ふれあいの森を守る会 ２名 
長谷川 隆夫 
植竹 一夫 

上谷津ふれあいの森を守る会 ２名 
高橋 静雄 
石川 英俊 

推薦 

新倉午王山の会 ２名 
小林  章浩 
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資料３ 和光市緑地保全計画策定委員会経過 
回 開催日 概要 

第１回 平成 20年 
6月 16日 

市民環境部長あいさつ 
委嘱式 
正・副委員長の選出 
事業概要、策定委員会スケジュール 
実態調査方法について 

第２回 7月 17日 実態調査の中間報告 
アンケート調査の内容について 
和光市の緑地・湧水のあり方について 

第３回 8月 21日 緑地保全計画の枠組の検討 
対象緑地の選定、保全・育成方針について 

第４回 9月 18日 緑地保全計画策定の方針 
緑地・湧水の保全・育成のための方策について 

第５回 10月 16日 今後のスケジュール 
重要課題の検討 

第６回 11月 13日 今後のスケジュール 
緑地保全計画（中間まとめ）の検討 

第７回 11月 27日 緑地保全計画（修正案）の検討 
第８回 12月 11日 緑地保全計画（再修正案）の検討 
第９回 12月 17日 緑地保全計画（再修正案）の検討 
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資料４ 関連計画等での緑地の保全に係る規定 
 

●和光市環境基本条例【H15.4.1 制定】（第 3条基本理念より） 

・ 環境の保全は、現在及び将来の市民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、将来にわた

って維持されるように適切に推進されなければならない。 

・ 環境の保全は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構

築されるように、すべての人々の取組によって適切に推進されなければならない。 

・ 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、す

べての人々が地球環境の保全を自らの課題として認識し、すべての活動において推進さ

れなければならない。 

 

●和光市環境基本計画改訂版【H15～22 年度】（「環境をよりよくする６つのテーマ」より） 

 

テーマ：和光市の特徴的な自然環境を守り伝えよう 

＜望ましい環境像＞ 湧水、斜面林、屋敷林など、和光市の特徴的な自然があるまち 

＜施策の方向性＞ 

 和光市の特徴的な自然環境を次の世代に伝えるため、湧水や河川、斜面林などの自然

環境が危機に瀕していることを市民に訴え、市民活動を活発化させて、固有の生態系を

生きた自然として保全します。 

 また、このような自然環境を維持する上で、大切な資源である「水」を守るために、

河川の水質を改善し、健全な水循環を保っていきます。 

 

テーマ：自然と調和したまちにしよう 

＜望ましい環境像＞ 自然と調和するまち 

＜施策の方向性＞ 

 都市部にも身近な自然を残すために、将来を考えて、公園や道路の整備、土地区画整

理などのまちづくりに、斜面林などの緑、湧水や河川などの自然を積極的に取り入れま

す。もちろん、急傾斜地にある斜面林を保全する場合には、安全面にも配慮していきま

す。 

 和光市の農地の一部は、アグリパーク、ふれあい農園などの市民農園として、市民が

自然とふれあえる場の一つとなっています。このような農地を維持して、自然と調和し

た持続可能な農業を続けていくために、市民参加型の仕組みづくりを進めます。 

 さらに、先人たちが自然との良い関係の中で育んできた文化も大切な環境の一つとし

て、次の世代に伝えていきます。 
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●和光市環境基本計画実行計画【H15～22 年度】（重点取組より） 

 

重点取組：和光市の特徴的な自然である湧水と斜面林の保全 

＜実行内容＞ 

・ 市としての保全姿勢の明確化（計画、宣言、実践） 

・ 地域全体の総合的な保全計画の策定 

・ 湧水と斜面林の保全に係る法規や制度の調査 

・ トラスト、ＮＰＯ方式、財源などの立案・計画の検討 

・ 保全地域の指定と長期計画の策定 

・ 湧水群や漆台等の斜面林の所有者との具体的な話合い及び協定の締結 

 

重点取組：失われつつある自然の保全 

＜実行内容＞ 

・ 白子川周辺の親水公園化による越後山の保全の検討 

・ ヒロハアマナの再移植 

・ 半三池跡に生育するヘラシダの保全と生育環境の整備 

・ アグリパーク一帯などの有機・減農薬農業の奨励 

・ 漆台の自然を活かした保全 

・ 大坂脇の斜面林と遊水地の自然観察地としての整備 

・ 旧新倉田んぼの一角の湿地帯のビオトープとしての保全 

 

重点取組：生物多様性や生態系を重視した自然環境保全の仕組みづくり 

＜実行内容＞ 

・ 生態系に配慮した環境／開発行政のための環境アセスメント制度の導入 

・ 緑の保全基金またはそれに代わる財源制度の設置 

 

重点取組：残された農地の保全と活用 

＜実行内容＞ 

・ 農地見学や湧水巡りなどを盛り込んだ市内環境見学やエコツアーの実施 

・ 農地における緑のトラスト、農地の借り上げ、市民の農地利用制度、農業維持につな

がるオーナー制度の導入 

坂下土地改良区の環境保全組合の趣旨を維持するための制度の検討・導入 

 

●和光市緑の保護及び緑化推進に関する条例【S49.3.25 制定】 

（目的） 

 第１条 この条例は、市内の良好な自然環境を保護育成するため、樹木（樹木の集団を 

  含む。以下同じ。）の保存、植樹、草花の植栽等を積極的に行い、市内の緑の保護お 
  よび緑化を推進し、もつて市民の健康で快適な生活環境を維持促進することを目的と 
  する。 
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（伐採等の届出等） 

 第 5条 市長は、市規則で定める基準に該当する樹木で、特に自然環境の保護、美観お
  よび風致を維持するため必要があると認める地区、または樹木を、所有者または管理 
  者（以下「所有者等」という。）の同意を得て、保全地区、または保存樹木（以下「保

  全地区等」という。）として指定することができる。 
２ 前項の規定により指定を受けた樹木の所有者等は、保存樹木の枯死または損傷を防止

するとともに、その育成に努めなければならない。 
（助成） 

 第 10条 市長は、保全地区等の保存育成に関し、予算の定めるところにより必要な助 
  成をすることができる。 

 
●旧都市緑地保全法【H13.5.25 改正】、都市緑地法【H16.6.18 改正・改題】の要点 
 昭和 48年に制定された都市緑地保全法が改正され、平成 16年に法律名を「都市緑地法」
として改められた法律で、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する制度等を定め

ています。 
（目的） 
 都市において緑地を保全するとともに緑化を推進することにより良好な都市環境の形成

を図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与すること。 
 
（平成 13年改正[旧都市緑地保全法の改正]） 
① 管理協定制度の創設（土地所有者等との協定に基づき地方公共団体等が緑地保全地区内

の緑地を管理する。） 
② 緑化施設整備計画認定制度の創設（建築物の屋上、空地その他の敷地内の緑化施設整備

計画を市町村長が認定し、支援する。） 
 
（平成 16年改正） 
① 緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の拡充（市町村は、都市公園の整備の方針

等を含む計画を策定する。） 
② 緑地保全地域の指定等（都道府県は、都市計画に緑地保全地域を定めることができるこ

ととし、当該地域内の建築物の新築、木竹の伐採等について届出制を導入する。） 
③ 地区計画等の活用（市町村は、地区計画等の区域内の樹林地・草地等について、条例で、

木竹の伐採等について許可制とすることができることとする。） 
④ 緑化地域等における緑化率規制の導入（市町村は、都市計画に緑化地域を定めることが

できることとし、当該地域内の敷地が大規模な建築物の緑化率は、当該地域に関する都

市計画に定められた緑化率の最低限度以上とする。） 
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資料５ 財源に関する資料 
 
№ 事例名称 概 要 

１ 日野市緑地信託等に関する条例  緑地所有者が委託者となり、市長が指定する公益法

人を受託者とする緑地の不動産信託契約を締結する。

市が地代を支払う。公益法人は、緑地の管理を行い、

野外活動の場に利用する。 

２ よこはま協働の森基金 

横浜市協働の森基金条例 

横浜市協働の森基金事業実施要綱 

 市の拠出金、市民や企業・団体などからの寄付によ

り、土地を取得する。対象となる緑地を決めたうえで、

募金活動計画や樹林地管理計画書を提出する。 

３ 朝霞市みどりの基金 

朝霞市みどりの基金管理要綱 

 市の拠出金、市民や企業・団体などからの寄付によ

り、緑地の用地取得や植栽用地の取得などに充てる。

４ さいたま緑のトラスト運動  歴史があり、規模の大きなトラスト基金。（財）さい

たま緑のトラスト協会が推進組織となり、基金運営、

土地の取得・保全管理、啓発等の事業を行っている。

６ 土地開発公社による緑地の買い取り

（朝霞市） 

 朝霞市では、相続の発生、所有者が管理しきれない

などの理由で買取の申し出を受けて公有地化した事例

が 6 件ある。相続発生時など、急に買い取りの申し出

があった場合、土地開発公社が先行的に土地を取得し、

翌年以降に一般財源で補填している。事前に分かって

いる場合は、一般会計で土地の買取費用を確保してい

る。土地の買取にあたっては、国庫補助「古都及び緑

地保全事業費補助（国土交通省所管）」を活用している。

7 清瀬市みどりの環境をつくる条例  平成 18 年に制定した「清瀬市みどりの環境をつくる

条例」では、緑地保全区域について所有者から買取の

申し出があった場合に、環境保全審議会の意見を聴い

たうえで、市が土地の買取を行うことを定めている。

 買取等の際には、募金・寄付金等による緑地保全基

金を活用する。（20 年 8 月現在、約 1,800 万）また、市

独自の債券である「緑債」を発行し、約１億円で土地

を購入した事例もある。 
 
 

 

 



 34

資料６ 緑地・湧水の保全に関するアンケート（結果） 
 

１．調査概要 

 

（１）目 的 

 主要な緑地・湧水に対する市民や学校、市民団体等のニーズを把握する。また、

市民団体・NPOについては、ヒアリングへの協力意向を把握する。 

 

（２）対象者、配布・回収方法 

対象者 配布方法 回収方法 

緑地・湧水の周辺住民 

（土地所有者を含む） 

主要な緑地・湧水の周辺民家への

ポスティング 

直接回収 

学校 学校長への送付 直接回収 

市民団体・NPO 直接送付 郵送回収 

  ※市民団体・NPOは、緑地・湧水の保全に係る活動を行う団体とする。 

 
（３）実施時期 

 平成２０年１０月 

 

（３）配布・回収状況 

対象者 配付数 回収数 回収率 

緑地・湧水の 

周辺住民 
150世帯 123 82.0％ 

学校 

15校 

（小学校８校、中学校

３校、その他4校） 

9 60.0％ 

市 民 団 体 ・

NPO 
8 団体 8 100％ 
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