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４．緑に関する具体的施策 

 

（１）施策の体系 
基本理念、基本目標を実現するため、系統別の緑地の配置方針、総合的な緑地の配置方針を踏まえた

上で、緑地の保全及び緑化の具体的施策を検討し、20の施策にまとめました。 

 

 

表 4-1 施策の体系図 
基本理念  方向性  基本目標  施策 

         

  ― ― ①良好な農地の保全 

      

  ― ― ②河川の自然環境の保全 

      

  ― ― ③身近な公園・緑地の整備 

       

 ― ― ― ④拠点的な公園・緑地の活用 

       

  ― ― ⑤防災機能を担う公園・緑地等の充実 

―       

  ― ― ⑥親水空間の整備 

      

  

身近な水と緑の保

全と創出を図ります 

― ― ⑦市街地における緑化推進 

       

  ― ― ⑧幹線道路の緑化と歩行者空間整備 

      

 ― ― ― ⑨桜の里づくり 

      

 

人と自然・

生物のつ

ながりを感

じられるま

ちづくり 

 

水と緑のネットワー

クの形成を図ります 

― ― ⑩散策路等の整備 

        

  ― ― ⑪尾張大國霊神社（国府宮）の境内林と参道景観の保全 

       

 ― ― ― ⑫その他の寺社の境内林等の保全 

       

―  

歴史・文化と結びつ

いた水と緑の保全・

活用を図ります 

― ― ⑬尾張国分寺跡の保存・活用 

       

  ― ― ⑭植木畑の保全・活用 

 ―     

 

稲沢市固

有の歴史・

文 化 ・ 産

業と結びつ

いた特徴

的 な水 と

緑の保全・

活用 
 

産業と結びついた

水と緑の保全・活用

を図ります ― ― ⑮銀杏畑の保全・活用 

        

    ― ⑯市民参加の公園づくり 

       

 ―   ― ⑰緑に関わる人材育成 

      

―  

市民協働の仕組み

づくりと人材育成を

図ります 

  ― ⑱緑づくりの啓発活動の充実 

       

  ― ― ⑲民有地の緑の活用 

 ―      

歴史・文化・

産業と結び

ついた特徴

的な緑を活

かし、市民と

ともに進める

身近な緑づ

くり 

 

市民協働

による緑づ

くりの推進 

 

民有地の緑の保

全・活用を図ります 
― ― ⑳市民主体の緑化推進 
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（２）20 の具体的施策 
施策の体系に示した 20の施策について、具体的内容を示します。 

 

人と自然・生物のつながりを感じられるまちづくり 

 
身近な水と緑の保全と創出を図ります                         

 

①良好な農地の保全                                                 

■優良農地の保全 

・市街地を取り囲む優良農地は、都市近郊にあって生産性の高い農地であり、良好な田園風景を形成し

ています。また生物多様性を支える環境の一要素として大きな役割を担っています。さらに大雨時の

浸水被害を防止する遊水機能も備えています。生産的側面だけでなく環境的側面から重要な役割を担

っている優良農地の持続的な保全を図ります。 
 
②河川の自然環境の保全                                              

■木曽川の自然環境の保全（図４-1） 

・稲沢市の根幹的な河川環境軸である木曽川には、全国でも珍しい河岸砂丘である祖父江砂丘や、防砂

のために植えられた松林（祖父江地区、神明津地区）がみられます。近年、松枯れ被害が発生してい

ることから、伐倒駆除、薬剤注入等によって松林の保全に努めます。 

・木曽川は、植物の自生地や動物の生息地になっていることから、生物多様性が確保された緑地として

保全を図り、環境学習の場等に活用します。 

■その他の河川等の自然環境の保全 

・身近な河川環境軸である領内川、日光川、光堂川、須ヶ谷川、三宅川、大江川、目比川、福田川、青

木川、五条川は、汚水処理施設の整備等により水質改善を図るとともに、多自然川づくりによって、

市民が身近に自然を感じられる親水空間の整備を図ります。 

・尾張西部では、ダルマガエルなど両生類で１種、魚類で２種、昆虫では３種の貴重種の生息が確認さ

れているほか、身近な水路・小河川では、ホタルや淡水魚などの生き物が多くみられます。生き物の

すみかを確保するなど、生物多様性確保の観点からも環境整備や水質改善を図ります。 
 

  

国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザ周辺 松林（祖父江町神明津） 

図 4-1 木曽川の自然環境 
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③身近な公園・緑地の整備                                             

■新たな公園・緑地の整備 

・下津陸田土地区画整理事業により、新たに 2か所の街区公園を整備します。また、稲沢西土地区画整

理事業により、新たに 3か所の街区公園と 2か所の緑地を整備します。 

■既存街区公園の再整備（特色ある公園の整備）（図 4-2） 

・名鉄国府宮駅周辺などにおいて、土地区画整理事業に伴って整備された街区公園の多くが、供用開始

から 30 年以上を経過し、施設の老朽化や施設内容が時代のニーズに合わないなど、公園全体の再整

備が必要となっています。老朽化した街区公園については、地域住民の参加のもとで、順次、再整備

を進めていきます。なお、再整備にあたっては、地域の実情や要望に沿って、それぞれ特色ある公園

の整備を検討します。 

 

 
再整備前 

 

○樹木の成長により、外から公園の様子が見えづらく

なっており、雰囲気も暗い印象がありました。 

 

  

 
再整備後 

 

○伐採や樹種の変更などで外からの見通しを改善し

明るい公園にしました。 

 

○整備にあたっては、地元住民の意見を十分に取り

入れて、使いやすい公園にしました。 

 

○地域の市民団体に掃除などの管理をお願いするこ

とで、公園がきれいに保たれ、地域の愛着がさらに

深まりました。 

 

図 4-2 既存公園の再整備の事例(石田公園) 
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④拠点的な公園・緑地の活用                                           

■稲沢公園の充実と活用促進（図 4-3） 

・市の中心的な都市公園である稲沢公園は、市民交流、憩いの場となっています。このため、芝生、植

栽の適正な維持管理や休憩施設等の充実を図ります。 

■国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザの充実と活用促進（図 4-4） 

・広域レクリエーション拠点として位置づけた国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザ、県営木曽

川祖父江緑地、祖父江ワイルドネイチャー緑地を広域レクリエーション拠点として位置づけ、PR 活

動を促進することで、広域からの集客を図ります。国営公園については、さらに魅力ある公園となる

よう未整備部分の早期整備を積極的に働きかけます。 

・環境学習勉強会や祖父江砂丘を活用したサンドフェスタを始めとしたイベントの開催により、一層の

活用促進を図ります。 

 

 

 

○稲沢公園は、「文化の杜」構想の核として計

画された、稲沢市の緑と文化のシンボルで

す。 

○公園内にある荻須記念美術館との調和を考

慮し、「緑に囲まれた憩い」「緑の中での遊び」

「緑の中での鑑賞」の場として、緑・水・光を取

り入れた自然景観となっています。 

 

図 4-3 稲沢公園 

 

 

○木製デッキやシャワーを備えており、木曽川で

水上スポーツを楽しむことができます。 

○ピクニック広場にはテーブル・ベンチが設置さ

れ、芝生や林など緑に囲まれた中でバーベキ

ューを行うことができます。 

○毎年１０月上旬には『稲沢サンドフェスタ』が開

催され、砂像展示を始めとして、様々なスポ

ーツイベントなどが行われるほか、多数のブー

ス・出店も展開され、多くの人で賑わいます。 

 

図 4-4 国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザ 
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⑤防災機能を担う公園・緑地等の充実                                      

■避難場所となる公園・緑地の防災機能強化（図 4-5、図 4-6） 

・一時避難場所に指定されている公園・緑地のうち、比較的規模の大きな公園・緑地については、かま

どベンチやマンホールトイレなど、防災関連施設の整備を進めます。 

・密集した住宅市街地における公園・緑地等では、難燃性のある常緑樹による緑化を促進し、火災に対

する延焼防止の強化を図ります。 

■雨水貯留施設を備えた公園整備の推進 

・集中豪雨の際に冠水被害の想定される市街地などにおいては、雨水貯留施設を備えた公園整備を進め

ます。 

 

 
マンホールトイレ（計画平面図①） 

 

 
     計画平面図 

 
かまどベンチ・テントあずまや（計画平面図②） 

○マンホールは下水に直結しているので、外して専用の

器具を取り付けると、緊急トイレになります。（左上図） 

○ベンチを外すとかまどが現れ、緊急時に炊飯ができま

す。（左下図） 

○屋根にビニールシートを張ると、緊急テントになりま

す。（左下図） 

図 4-5 防災機能を持つ公園の先進事例（千葉県市川市大洲防災公園） 

 

 
マンホールトイレ 

 
かまどベンチ 

図 4-6 防災関連施設の使用イメージ 

① 

② 
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⑥親水空間の整備                                                  

■親水公園等の整備（図 4-7） 

・大江川、目比川、領内川、須ヶ谷川においては、親水性のある河川空間の整備を進めます。また、親

水公園など水に親しむことのできる公園づくりを行います。 

・旧用水路敷等を活用した親水空間の整備を検討します。 

■ビオトープ等の整備（図 4-8） 

・河川の環境整備は、生き物のすみかとなるよう生物多様性に配慮します。また長岡地区では、多様な

生物の生息環境を保全し自然環境に触れる場となるビオトープの整備を進めます。 

・学校教育における環境学習での利用や自然観察会の実施など、既存のビオトープを環境教育の場とし

て積極的に活用します。 

 

 

 
配置図 

図 4-7 親水公園の例（長束・梅公園） 

 
配置図 

 

 

図 4-8 ビオトープの例（愛知県下水道科学館ビオトープ） 
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⑦市街地における緑化推進                                             

■公共施設の緑化推進 

・稲沢市の顔となる都市拠点や多くの市民が集まる交流施設を中心に、広場、施設、駐車場等の緑化を

推進し、緑豊かな公共空間の創出を図ります。 

・公共施設緑化の先導的な取り組みとして、市庁舎における壁面緑化を進め、広く市民に対して温暖化

防止等の意識啓発を促します。 

■民有地の緑化推進 

・暮らしのなかで身近に緑の多さを実感できる豊かな環境づくりには、民有地の緑化が重要です。生け

垣設置の補助制度の奨励によって住宅緑化の促進を図るほか、建築協定、地区計画等の制度を活用し、

地区のまとまった緑化を支援します。 

・工場、マンションについては、「稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」の適切な運用のもと

緑地確保の指導を図ります。工場団地、住宅団地では、市街地の良好な環境を確保するため土地所有

者の合意に基づく緑地協定などの制度活用を促していきます。（図 4-9） 

・愛知県によって導入された「あいち森と緑づくり税」に基づく「あいち森と緑づくり事業」を活用し、

民有地における緑地の保全、緑化の推進を図ります。 

・「稲沢市快適で住みよいまちづくり条例」に基づき、市民、事業者との協力のもと、空き地における

雑草の繁茂、植木のはみ出しを防止し、生活環境の保全と美化を図ります。 

■緑の拠点づくりの検討 

・稲沢市の都市拠点として位置づけられ、玄関口でもある名鉄国府宮駅前において、「植木のまち稲沢」

をＰＲするために、駅前広場の改修を検討します。改修にあたっては、植栽、シンボル、照明等のデ

ザインを一つの庭園に見立てるなど、緑の拠点にふさわしい整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9 緑地協定の事例（陸田工業団地） 

緑地協定制度： 
土地所有者の合意によって緑地の保全や緑化に関
する協定を締結する制度（都市緑地法第 45条） 

③ ④ 

① 

広場 

前面道路帯 

緩衝緑地帯：幅6.5m 

緩衝緑地帯：幅10.0m 

緑地

② 

⑤ 

④ 

⑤ 

③ 

② 

① 
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水と緑のネットワークの形成を図ります 
 

⑧幹線道路の緑化と歩行者空間整備                                      

■幹線道路における街路樹の整備と適正管理（図 4-10） 

・緑の軸として位置づける幹線道路においては、地域の特性を考慮して街路樹の整備を進めます。また、

緑の軸以外も含め、既に植栽されている道路では、樹種の特性や沿道の土地利用状況を勘案し適切な

維持管理を進めます。 

■幹線道路における安全・快適な歩道の整備（図 4-11） 

・緑の軸として位置づける幹線道路においては、十分な歩道幅員の確保、段差や凹凸の解消など、誰も

が安心して通行できる歩行者空間の整備を図ります。 

 

 

 

○(都)西尾張中央道には、中央分離帯に

カイズカイブキ、歩道にはアメリカフウなど

が配置されています。 

○稲沢市では、道路ごとに街路樹の樹種を

変え、「植木のまち」にふさわしい街路づく

りを進めています。 

 

図 4-10 街路樹が整備された幹線道路の例（(都)西尾張中央道） 

 

 

○JR 稲沢駅から(都)中大通線の一部にか

けて、歩行者空間のバリアフリー化を実

施しました。 

○このような快適な歩行者空間づくりを、今

後も進めていきます。 

 

 

図 4-11 凹凸の解消された歩行者空間の例（(都)中大通線） 
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⑨桜の里づくり                                                    
・須ヶ谷川周辺における「桜ネックレス事業」を継続し、市民参加のもと、さらに桜の植樹を進め、「桜

の里」づくりを進めます。 

・須ヶ谷川沿いでの桜並木及び遊歩道の延伸など、桜の植樹に合わせた遊歩道（須ヶ谷川桜づつみ緑地

帯）の整備を図ります。また来訪者の増大に対応するため、駐車場やアクセス確保について検討しま

す。 

・シンボル的な桜を植樹した公園の整備など、桜をテーマにした広場づくりを進めます。 

 
 

 
配置図 

 

◆平和支所 

 ・琉球寒緋桜 

 ・松月 

 

◆庁舎前水路 

 ・染井吉野 

 （ソメイヨシノ） 

 

◆日光川桜づつみ 

 ・天の川 

 ・御衣黄 

   など 30 品種 

 

◆日光川桜づつみ小公園 

 ・祗園枝垂桜 

 ・市原虎の尾 

   など約 20 品種 

 

◆須ヶ谷川桜づつみ 

 ・染井吉野（ソメイヨシノ） 

 ・祗園枝垂桜 

 ・八重紅枝垂 

 

◆平和中央公園 

 ・関山 

 ・普賢象 

 
須ヶ谷川桜づつみ 

 
平和支所前の桜づつみ 

 

桜ネックレス事業の歩み 

 

○「さくらのまち 平和」の復活を願う当時の平和町民

の思いを受け、昭和 61 年に「桜まち平和」構想が

掲げられ、その中に「桜ネックレス」が位置づけられ

ました。 

 

○多品種の桜づつみは全国にもあまり例がないた

め、第１６代佐野藤右衛門氏を招くなど、実現に向

けた植栽計画や管理についての知見を得ることに

努めました。 

 

○須ヶ谷川両岸は平成 4 年から、日光川桜づつみ

小公園は平成 6 年から、整備がはじめられ、平成

10年 3月には約 1kmの桜並木が完成しました。 

 

○平成７年からは「へいわさくらまつり」が開催されて

います。市町合併後も稲沢市の祭りとして毎年４月

に開催されています。 

図 4-12 桜ネックレス事業の概要 
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⑩散策路等の整備                                                  

■河川沿いの散策路や緑道の整備 

・河川環境軸として位置づける河川においては、散策路や緑道の整備を進め、歩行者ネットワークの形

成を図ります。 

・国営木曽三川公園のネットワーク化を図るため、木曽川沿い（ワイルドネイチャープラザ周辺）にお

いて、上下流の市町と協力して広域的なサイクリングロードの整備を検討します。 

■緑をめぐるウォーキングコースの整備（図 4-13） 

・稲沢市制 50周年記念事業によって選ばれた「稲沢市の景観地 50選」の主なポイントをめぐる 6つの
ウォーキングコースや、矢合観音と 3ヶ寺めぐりのように、地区で設定されるウォーキングコースな

どにおいて、交通安全施設、サイン（案内板）などの整備を図ります。また休憩所となる公共施設や

民間施設との連携を図っていきます。 

■フィットネスロードの活用 

・稲沢駅東口周辺において、健康増進に資する施設を配置したフィットネスロード※の活用を図ります。 
※商業施設の事業者と連携して整備した健康をテーマとしたウォーキングコース 

 

 
歩くってい～な いなざわマップ（稲沢市） 

 

○市制 50周年を機に、平成 20年度に作成されまし

た。 

○「景観地 50 選」の主なポイントを巡る 6 つのウォー

キングコースが紹介されています。 

 
矢合観音と３ヶ寺めぐり ウォーキングマップ（稲沢市観光協会） 

 

○矢合観音前バス停から矢合地区を中心に、矢合

観音、安楽寺（桜並木）、円光禅寺（萩）、平和の

塔、国分寺の 5箇所を巡るコースです。 

○稲沢市観光協会で作成され、インターネットでも閲

覧できます。 

 

図 4-13 稲沢市や稲沢市観光協会が作成したウォーキングコースマップ 
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稲沢市固有の歴史・文化・産業と結びついた特徴的な水と緑の保全・活用 

 

歴史・文化と結びついた水と緑の保全・活用を図ります 
 

⑪尾張大國霊神社（国府宮）の境内林と参道景観の保全                                           

■尾張大國霊神社の境内林の保全 

・尾張大國霊神社の境内林は、緑が乏しい周辺環境に風格とうるおいを与える存在となっており、その

役割に対する支援を図っていきます。また、保全策として、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区な

どの活用について検討します。 

■参道からの眺望景観の保全 

・尾張大國霊神社の参道は、鳥居、楼門、境内林ともに、参道の桜並木が一体となって優れた景観を形

成しています。この重要な構成要素となっている桜並木について、良好な樹形の確保や老木対策など

の保全策を検討します。また今後、周辺地域とあわせて「景観計画」を策定し、景観のルールづくり

や電線の地中化方策の検討など、参道景観の保全を図ります。 

 

 

 

 
尾張大國霊神社参道 

 

 

○尾張地方の総鎮守神、農商業守護神、厄

除神として広く信仰されています。 

○拝殿と楼門は、国の重要文化財に指定され

ています。 

○尾張大國霊神社の北側一帯の建築物の高

さを 15m にすることで高層建築物を制限し

て、眺望景観を守っています。 

図 4-14 国府宮地区計画 計画図と参道からの眺め 

 

参道から眺め 

尾張大國霊 

神社 

一般住宅地区： 15m の高さ制限 
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⑫その他の寺社の境内林等の保全                                        

■寺社の境内林の保全（図 4-15、図 4-16） 

・寺社の境内林は、市指定の天然記念物や市条例に基づく保存樹・保存樹林を有するなど、地域の貴重

な緑の資源となっています。また、鳥類や昆虫など、多様な生物の生息地にもなっています。今後と

も土地所有者からの協力のもと、地域の環境にとって重要な役割を担っている境内林の保全を図りま

す。また、周辺住民から憩いの場としての活用ニーズがある境内林は、土地所有者と市の契約により

緑地として公開を行う市民緑地制度等の導入も含め、周辺住民の憩いの場としての活用を検討します。 

■市民に親しまれてきた緑の保全 

・稲沢市制 50周年記念事業によって選ばれた「稲沢市の景観地 50選」の中には、市民に親しまれてき

た貴重な緑の資源があり、ふるさとの景観、地域のシンボルとして重要な役割を担っています。しか

し、樹齢を重ねるに従い、樹勢が弱くなっている老木もあるため、技術的な支援を行い、土地所有者

とともに適切な維持管理を図ります。 
 

 
布智神社（祖父江町本甲）  

八幡社（平和町東城） 
図 4-15 寺社が所有する天然記念物（樹木） 

 

 
鈴置神社（矢合町） 

 

○寺社が所有する天然記念物（樹木）は 13 件、保

存樹林は 124件（18.75ha）です。 

 

○人の生活圏の拡大に合わせて、照葉樹林は伐採

されてきましたが、寺社の境内林は、都市の中で

照葉樹林が残されている貴重な空間です。 

 

○寺社としての景観を守るだけでなく、生態系を守る

ためにも、保全を図る必要があります。 

 

 

図 4-16 寺社が所有する保存樹林 
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⑬尾張国分寺跡の保存・活用                                           

■尾張国分寺跡の史跡指定 

・矢合地区の尾張国分寺跡は、この地域がかつて尾張国の中心であったことを物語る重要な歴史的遺産

であることから、尾張国分寺跡の国史跡指定に向けた検討を進めます。 

■尾張国分寺跡の史跡公園整備に向けた検討 

・歴史まちづくり法が制定されるなど、近年、歴史的遺産を活用したまちづくりに対する重要性の認識

が高まり、関連事業への支援策の充実も図られてきていることから、国の史跡指定後の活用策として、

市民が郷土の歴史に触れられるよう、尾張国分寺跡の史跡公園整備を検討します。 

 

 
発掘風景 

 
金堂基壇 

 

 

 

 

○奈良時代、稲沢の地には尾張国の国府が設

置され、政治・経済・文化の中心でした。 

○「国分寺」「国分尼寺」とは、天平 13年（741）

に聖武天皇の命により、仏教によって国家の

安泰を守るために、全国に設置されたもので

す。 

○昭和 36 年から進められている発掘調査で

は、尾張国分寺は、矢合町字椎ノ木・中椎ノ

木、堀之内町字大門に広がっていたと考えら

れています。 

○全国には 66 箇所の国分寺があったとされて

いますが、その内、43が史跡・特別史跡として

指定されています。 

○愛知県豊川市では、「三河国分尼寺跡史跡

公園」として、中門及び回廊の一部が、遺構

の真上に実物大建物として復元されていま

す。 

 

（参考）尾張国分寺跡発掘調査現場見学資料 

図 4-17 尾張国分寺の伽藍配置（推定）と発掘の様子 
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産業と結びついた水と緑の保全・活用を図ります 
 

⑭植木畑の保全・活用                                                

■植木畑の広がる景観の保全 

・稲沢市の植木は、日本の四大植木産地の一つであり、全国的にも特徴ある景観になっており、市の個

性を特徴づける景観価値を持っています。こうした稲沢市が全国に誇る植木畑の景観保全のあり方に

ついて検討を進めます。 

■モデル庭園の整備 

・植木生産者の協力を得て、植木畑をモデル的な庭園として整備し、植木やガーデニングのショールー

ムとして市民に開放します。 

・散策路等の整備にあわせて、沿道の植木畑に、樹名板や説明板を設置し、樹木を通して環境学習がで

きるような「樹木園」の整備を検討します。 
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（注）昭和 55年度は、3市町の合計 
（資料）愛知県緑化木生産動向調査 
    愛知県緑化木生産状況・需要動向調査結果 
 
 
 

 

 

○矢合地区の植木畑の特徴は、一つの畑に多数の植

木が生産され、散策していると、多種多様な樹種を

見つけることができます。 

○植木畑は徐々に面積が減少しており、植木産業の後

継者問題が指摘されています。 

○生産と観光の２つの側面から、植木産業を発展させ

ていく必要があります。 

 

図 4-18 市内の植木畑の様子と緑化木生産面積の推移 
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⑮銀杏畑の保全・活用                                                

■銀杏畑や屋敷銀杏の広がる景観の保全 

・稲沢市の銀杏は、日本最大の生産量を誇っており、一面の黄葉に埋め尽くされる秋の銀杏畑や屋敷銀

杏を見るために、毎年多くの来訪者が訪れます。こうした稲沢市の重要な観光資源、産地 PR の場と

なっている銀杏畑や屋敷銀杏は、生業と生活が一体となった景観であり、この文化的な価値を文化財

として捉える重要文化的景観の保護制度の活用も視野に保全策を検討します。 

■銀杏畑を活用した広場整備 

・山崎地区で開催される「そぶえイチョウ黄葉まつり」は、年を追うごとに観光客が多く訪れるように

なってきていますが、駐車場、休憩所、トイレといった受入環境の整備が課題となっています。この

ため、銀杏生産者、土地所有者の協力を得て、イベント広場としても活用できる用地を確保し、環境

整備を図っていきます。 

・モデル散策コースを設定し、銀杏生産の歴史や効用等を解説した案内板、ベンチ、あずまやなどを整

備するなど、来場者が楽しめる環境整備を行います。 

 

  
○山崎地区を中心に、旧祖父江町では多くのイチョウが植えられ、秋には美しい黄葉が見られます。 

○毎年 11 月下旬から 12 月上旬にかけて、「そぶえイチョウ黄葉まつり」が開催されており、年々来訪者も増えてきてい

ます。 

図 4-19 市内の銀杏畑の様子 

（本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）平成 15年度祖父江町調査 

 

○山崎地区の銀杏のルーツは、江戸時代から防災

や防風のために屋敷まわりに植えられたもので、銀

杏畑だけでなく、屋敷内で収穫していることが大き

な特徴となっています。このため、山崎地区の銀杏

は屋敷銀杏と呼ばれています。 

○多くは樹齢 50 年以下ですが、樹齢 100 年を越す

銀杏も少なくありません。 

○平成 15 年度に旧祖父江町で行った調査による

と、旧祖父江町内に約 1万本以上の銀杏があるこ

とが分かっています。 

○屋敷銀杏は管理の手間などを理由に、年々減少

しています。 

 

図 4-20 校区別・樹齢別の銀杏の本数（旧祖父江町） 
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市民協働による緑づくりの推進 

 

市民協働の仕組みづくりと人材育成を図ります 
 

⑯市民参加の公園づくり                                               

■市民参加による公園計画づくりの推進 

・新たな公園の整備、既存公園の再整備にあたっては、ワークショップなどを実施し、計画段階から地

域住民の参加を得ることで、地域のニーズにあった使いやすく、そして親しみのもてる公園とします。 

■市民参加による公園の維持・管理の推進（図 4-21） 

・既に市民団体等（23団体：平成 21年 4月 1日現在）によって維持・管理されている公園があります。

これらの公園は、丁寧に利用され、きれいに維持されている傾向があり、利用面だけでなく管理面か

らも望ましいものとなっています。このため、公園をよく利用する団体や公園管理ボランティア団体

などとの協働により維持・管理する公園数の拡大を図ります。 
 

 
図 4-21 市民による公園管理（石田公園愛好会） 

 

 

⑰緑に関わる人材育成                                               

■緑づくりの講習会や参加型学習プログラムの実施 

・愛知県植木センターや植木生産者と連携した、一般市民向けの緑化講習会や環境学習教室などの講習

開催を支援します。 

・住民、ＮＰＯ、ＰＴＡ、社会福祉協議会等の組織が主体となった緑づくりの野外実習、ガーデニング

教室などを行う参加型学習プログラムの実施を検討します。また、プログラムのリーダーとなる人材

育成を行います。 

■緑づくりの顕彰制度の導入検討 

・緑地保全や緑化に対して功績のあった市民を表彰する制度やガーデニングコンクールなど、緑づくり

に取り組む市民を顕彰する制度の導入を検討します。 
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⑱緑づくりの啓発活動の充実                                            

■緑に関するイベントの充実（図 4-22） 

・桜まつり、植木まつり、あじさいまつりなど、緑に関するイベント会場において、苗木の配布やガー

デニング講習会など、緑づくりの啓発活動を行います。 

・稲沢市の植木産業の中心である矢合地区において、その本場にふさわしいイベント開催を検討します。 

■学校での環境教育（図 4-23） 

・小・中学校における環境教育の一環として、子どもたちに緑の大切さや緑を育てることを教える緑づ

くり教室を実施します。 

・小・中学校での緑化や花壇づくりを奨励するため、草花の種子の配布や表彰制度などを検討します。 

 

 
へいわさくらまつり 

○日光川桜づつみ小公園を中心に毎年桜の季節に開催

され、多くの人でにぎわいます。 

 

 
いなざわ植木まつり 

○尾張大國霊神社（国府宮）の参道を会場として開催さ

れます。 

○市内の植木・苗木・盆栽生産農家が出店し、多くの来

訪者でにぎわいます。 

図 4-22 緑に関するイベントの例 
 

 
みどりの少年団（清水小学校） 

○清水小学校では、平成４年より、小学校や国府宮駅の

花壇への植付け・除草等、様々な活動を行っていま

す。 

 
治郎丸中学校ビオトープ 

○平成13年度に、治郎丸中学校正門前の水田を借用し

てビオトープが造られました。 

○現在、総合学習の中で、生物観察や地域との交流が

図られています。 

図 4-23 学校での環境教育の例 
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民有地の緑の保全・活用を図ります 
 

⑲民有地の緑の活用                                                 

■花畑づくりの検討 

・遊休農地を利用した花畑づくりは、住民のいきがいづくりや健康づくりに役立つと同時に、市の景観

的な魅力づくりにも貢献するものです。住民が農家の協力を得て花畑づくりを推進するため、種子等

購入の助成制度の検討など、その支援策の充実に向けた検討を進めます。 

■オープンガーデンの推進 

・天然記念物や保存樹を有する庭、植木生産者の自宅の庭、ガーデニングを趣味とする個人の庭などを

一定期間、一般市民に開放するオープンガーデンの取り組みを推進します。 

・市民団体等との連携を図るとともに、コンクールや表彰制度など、多数の市民に参加を促せる仕組み

を検討します。 

■市民農園の開設 

・農業協同組合等とも連携し、生産緑地などを活用した市民農園の開設を検討します。 

 

⑳市民主体の緑化推進                                               

■都市緑地法に基づく制度の活用 

・市街地における緑化、緑地の保全・活用にあたっては、緑地協定制度や市民緑地制度など、都市緑地

法に基づく制度を活用することで、市民主体の緑づくりを支援します。 

■隣近所で協力した緑づくりを支援する仕組みの検討 

・コミュニティやご近所同士の協力を、身近な緑づくりに結びつけていくため、隣近所数軒がまとまっ

て緑化や緑地保全を図る取り組みに対する支援策を検討します。 

■生け垣設置の奨励（図 4-24） 

・稲沢市では生け垣設置補助制度により、これまでに合計で約 2.4kmの生け垣設置を支援してきました。

この制度のＰＲをさらに強化し、一層の活用を図ります。 

・稲沢市の中でも来訪者が多い国府宮駅周辺地区や矢合地区などにおいて、植木のまち・稲沢市のＰＲ

の側面からも、住宅・マンションへの生け垣の設置をさらに奨励します。 
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稲島町 

図 4-24 生け垣設置補助制度の運用実績（累計）と市内の生け垣設置の様子 

（注）平成 21年 4月 1日現在 
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