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第１章 みどりの基本計画とは 

 

１．計画の法的位置付け 

「みどりの基本計画」は、都市緑地法第４条※に基づき市町村が定める計画で、中長期

的な視野に立って、緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するため、その目標と実現のための施策等を内容として策定するみどりの総合的計画

です。 

本市のみどりの確保、公園・緑地の整備に関し、概ね 10 年後の時点で確保・保全すべき

緑地の量や配置、これを実現するための各種取組みの方針等を定めます。 

※都市緑地法 

第 4 条 市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主とし

て都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町

村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（以下「基本計画」という。）を定めるこ

とができる。 

 

２．改定の背景 

平成 13 年（2001 年）に策定した「大阪狭山市みどりの基本計画」（以下、今回策定する

計画を「本計画」、現行計画を「前計画」という。）は、「第三次大阪狭山市総合計画」に即

するみどりのまちづくりの基本的な指針として、その役割を果たしてきました。 

前計画は、平成 37 年（2025 年）を目標年次として策定しましたが、経済・社会情勢の

変化や上位・関連計画の見直し、関係法令の改正に対応するため、計画の改定を行うもの

です。 

 

３．本計画の位置づけ 

本計画は、上位計画である「第四次大阪狭山市総合計画」に即するとともに、「大阪狭山

市都市計画マスタープラン」、「みどりの大阪推進計画」に適合して策定するものです。 

 

 

 

 

大阪狭山市都市計画マスタープラン 

 

大阪狭山市みどりの基本計画 

 南部大阪都市計画区域マスタープラン 

 

みどりの大阪推進計画 

第四次大阪狭山市総合計画（後期基本計画） 

大阪狭山市総合戦略 

大阪狭山市人口

ビジョン 

即する 即する 

適合 

適合 適合 
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４．計画期間 

平成 30 年度（2018 年度）～平成 39 年度（2027 年度）の 10 年を計画期間とします。 

計画改定の 5 年後に計画の中間見直しを行います。ただし、社会や地域の情勢に大きな

変化があった場合、必要に応じて随時見直しを行います。 

 

５．計画範囲 

本市全域が都市計画区域であることから、市域全体を計画範囲とします。 

 

６．本計画で扱う「みどり」 

本計画において、「みどり」とは、以下のように定義します。 

 

「みどり」とは 

本計画で対象とする「みどり」は、周辺山系の森林、都市の樹林・樹木・草花、公園、農地に

加え、これらと一体となった水辺・オープンスペース等を含め、これらを総称した広義の「みど

り」を指します。 

 

みどりの中で、担保性のある（将来にわたってみどりが残される可能性が高い）と判断できる

ものを「緑地」とし、さらに「緑地」を施設緑地と地域性緑地に分類しています。 

 

 

 

 

 

 

  

地域性緑地 

施設緑地 

森林、農地、交通用地や水辺等のオープンスペース、公共施設、

民間の宅地や企業敷地等において、法や条例等により国、府、

市町村が土地利用を規制、誘導して確保する緑地 

都市公園あるいはこれに準じる機能を持つ施設として国、府、

市町村が土地を所有している緑地（借地等も含む） 

緑 地 
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７．みどりの効果 

みどりの効果については、みどりがあるというだけで効果を発揮する「存在効果」とみ

どりを利用することによって生み出される「利用効果」とともに、近年は、みどりがある

ことによって人々の様々な活動等が活発になるという「媒体効果」が注目されています。 

本計画では、これらみどりの効果に着目し、十分に発揮できる取組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

媒体効果 

都市環境の保全 

・ヒートアイランド

現象の緩和 

・大気浄化 等 

交流 

・緑化活動等みどりを活か

した活動を通じた地域コ

ミュニティの形成 

都市景観の形成 

・美しい風格のある

景観の形成 等 

 

生物多様性の確保 

・生態系の基盤形成 

・野生生物の生息環

境の確保 等 

都市防災機能の向上 
・土砂災害防止や避難

地確保 

・延焼防止 等 

利用効果 

存在効果 

商業・観光 

・商業空間における花や樹

木の活用による観光振

興、地域活性化 

スポーツ・レクリエーション 

・各種スポーツ利用 

・健康維持・増進に寄与 等 

健康・福祉 

・花の手入れや農作業等に

よる高齢者等の健康増

進や生きがいづくり 

教育・文化 

・地域の自然や文化を活か

した体験学習等の環境

教育 

安全・安心 

・緑化活動によって互いに

声を掛け合える安心・安

全なまちづくり 

やすらぎ・憩い 
・やすらぎの提供 

・憩いの提供 等 
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第２章 大阪狭山市のみどりの現況と課題 

 

１．みどりの現況 

（１）自然的条件 

①市の位置 

本市は、大阪平野の東南部に位置し、東は富田林市、西及び北は堺市、南は河内長野市

に接しています。市域の広がりは、東西最大幅 2.4km、南北 7.0km、面積 11.92 ㎢となっ

ています。大阪市中心部から直線距離で 20km 圏に位置しています。 

 

②気象・気候 

本市の平均気温は 17℃前後で推移しており、比較的温暖な気候となっています。降水量

については、平成 26 年（2014 年）において、多い月で 300mm を超え、少ない月で 50mm

程度となっています。 

 

③地勢 

「狭山」という地名は、東の羽曳野丘陵と西の陶器山山系にはさまれた地として、名付

けられたといわれています。地勢は大別すると北東部の平地部と南西部の丘陵部に二分さ

れ、南から北へなだらかに下った地形で、平地部は東の羽曳野丘陵、北の大阪平野へ、丘

陵部は南西の泉北丘陵へと連なっています。 

ほぼ市の中央部に位置する狭山池には、南から西除川（旧天野川）と三津屋川が流入し、

狭山池からは西除川、東除川が北流し大和川に注いでいます。河川やため池は、本市の貴

重なオープンスペースとして機能しています。 

 

④植生 

樹林は、陶器山丘陵や近畿大学医学部附属病院周辺を中心とした南部にまとまって存在し

ていますが、そのほとんどがコナラ－クヌギ群落よりなる二次林となっています。また、西

除川や東除川周辺、ため池の周辺にはまとまったマダケ－モウソウチク－ハチク群落が見ら

れます。狭山神社や三都神社等の社寺林に、コジイ－サカキ群落がわずかに見られます。 

草地では、ヨモギ－セイタカアワダチソウ群落とクズ－カナムグラ群落、メヒシバ群落

がよく見られます。また、大野中地区の空地地帯にはササ類の繁茂も見られます。 

一方、水辺ではヨシ群落、ジュズダマ群落等が、ため池の沿岸部にはヨシ群落、ヒメガ

マ群落等が見られます。  
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現存植生 

資料：平成 16年度動植物生息状況等基礎調査 
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（２）社会的条件 

①人口・世帯数 

平成 27 年（2015 年）時点の国勢調査による本市の人口は 57,792 人、世帯数は 22,982

世帯となっています。平成７年（1995 年）以降、人口は若干の増減を繰り返していますが、

ほぼ横ばいで推移し、世帯数は増加傾向にあります。 

1 世帯当たりの人員は減少しています。大阪府平均と比較すると多いものの、減少率はほ

ぼ同じであり、大阪府と同じような減少傾向にあります。 

高齢化率は平成 27 年（2015 年）時点で 26.8％となっており、大阪府平均と比べて若干

高齢化が進んでいます。 

人口・世帯数の推移 

年次 
世帯数 
(世帯) 

総人口 
(人) 

人口増加率 
※平成 7年の人口を 

1とした増加率 

1 世帯当りの人口
（人） 

 
大阪府平均 

 
大阪府平均 

Ｈ7 19,189 57,647 1.00 1.00 3.00 2.65 

Ｈ12 20,295 56,996 0.99 1.00 2.81 2.51 

Ｈ17 21,807 58,208 1.01 1.00 2.67 2.40 

Ｈ22 22,473 58,227 1.01 1.01 2.59 2.28 

Ｈ27 22,982 57,792 1.00 1.00 2.51 2.22 
 

資料：国勢調査 

 

総人口と総世帯数の推移 

 

 

   

57,647 56,996 58,208 58,227 57,792 

19,189 
20,295 

21,807 

22,473 22,982 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

(

世
帯
）

(

人
）

総人口 世帯数

年齢三区分別人口比率の推移 

年齢三区分別人口比率の比較（平成 27年度） 

16.5 

15.1 

14.6 

14.3 

13.8 

73.2 

71.4 

68.2 

63.5 

59.4 

10.3 

13.5 

17.2 

22.2 

26.8 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

15歳未満 15～64歳 65歳以上

13.8 

12.5

59.4 

61.3

26.8 

26.1

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

大阪狭山市

大阪府平均

15歳未満 15～64歳 65歳以上
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②人口推計 

本市の人口ビジョンにおいて、人口の現状や将来人口推計の分析等をふまえ、めざすべ

き将来人口を展望しています。 

 

 人口の将来展望 

短期 

平成 32年（2020年） 

定住人口 57,700人 

社会動態において転出入の均衡（平成 27年（2015年）以降、転

出入均衡）、合計特殊出生率 1.54をめざします。 

（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠に対し約 1,000人増） 

中期 

平成 52年（2040年） 

定住人口 53,600人 

合計特殊出生率 2.07をめざします。 

（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠に対し約 5,000人増） 

長期 

平成 72年（2060年） 

定住人口 48,400人 

合計特殊出生率 2.07を維持します。 

生産年齢人口（15～64歳）の割合 50%以上をめざします。 

（国立社会保障・人口問題研究所推計準拠に対し約 10,000人増） 

 

合計特殊出生率の向上と社会動態における転出入の均衡をめざすことにより、平成 72 年

(2060 年)において国立社会保障・人口問題研究所推計準拠と比較して、約 10,000 人の増加

を見込んでいます。 

 

 

人口の将来展望 

資料：大阪狭山市人口ビジョン 

※人口推計は、平成 22年（2010年）までの国勢調査結果に基づき推計している。  
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③土地利用 

本市の土地利用は、一般市街地が最も多く、市全域の 36%を占め、南部のニュータウン、

北部の旧市街地に大別できます。次に、田・休耕地（13%）、集落地（11%）が続いていま

す。田・休耕地、集落地は、市の北東及び南西の外縁部、西除川やため池周辺に分布して

います。 

山林は少なく、市全域の 4%であり、農地のみどり（田・休耕地＋畑、20 %）や水面（7％）

が市のオープンスペースの多くを占めています。 

 

土地利用現況図 

資料：平成 27年度（2015年度）都市計画基礎調査 

資料：平成 27年度（2015年度） 

土地利用現況調査 

表 土地利用状況 

土地利用分類 面積（ha） （%）
一般市街地 429 36
商業業務地 43 4
官公署 8 1
工場地 30 3
集落地 128 11
公園・緑地 16 1
運動場・遊園地 12 1
学校 49 4
社寺敷地・公園庭園 1 0
墓地 5 0
田・休耕地 153 13
畑 88 7
山林 51 4
原野・牧野 0 0
水面 84 7
低湿地・荒蕪地 45 4
公共施設 35 3
道路・鉄軌道敷 12 1
その他の空地 4 0
合計 1,192
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④用途地域 

本市は都市計画区域として市全域の 1,192ha が指定されており、市街化区域 734ha、市

街化調整区域 458ha に区分しています。 

市街化区域においては、第一種低層住居専用地域が 27.9％で最も多く、第一種中高層住

居専用地域が 18.4％、第二種中高層住居専用地域が 17.6％、第一種住居地域が 16.2％、第

二種住居地域が 16.9%となっており、住居系用途地域がほとんどを占めています。 

その他、近隣商業地域が 1.5%、準工業地域が 1.5％となっています。 

 

用途地域図  

用途地域の割合（平成 27年（2015年）4月時点） 

資料：平成 27年度（2015年度）版大阪狭山市統計書 

第一種低層住

居専用地域

27.9%

第一種中高層住

居専用地域

18.4%
第二種中高層住

居専用地域

17.6%

第一種住居地域

16.2%

第二種住居

地域

16.9%

近隣商業地域

1.5%

準工業地域

1.5%
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（３）みどりの状況 

①公園緑地の整備状況 

市内の都市公園のうち、大半は開発行為に伴う開発公園で、小規模でも住宅地の近くに

点在しています。現存するわが国最古の人工のため池とされる狭山池は、平成に入ってか

ら平成 14 年（2002 年）まで続いた大改修により周辺が公園として整備され、総合公園と

して開設されました。北側には狭山池博物館が整備され、公園とともに市民に親しまれて

います。狭山池は国の史跡に指定されており、歴史的にも価値が高いものと評価されてい

ます。 

1人当たりの都市公園の面積は 5.6㎡となっており、大阪府平均と同じ値となっています。

都市公園法施行令においては、都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は 10 ㎡以上と

されており、それには及ばない状況です。 

 

都市公園の状況（平成 27年（2015年）4月時点） 

種別 箇所 
面積（㎡） 

合計 平均 

住区基幹公園 街区公園 96 89,798 935 

近隣公園 3 51,445 17,148 

都市基幹公園 総合公園 1 87,232 87,232 

緩衝緑地等 緑道 3 25,961 8,654 

都市緑地 5 67,419 13,484 

合計 108 321,855 2,980 

1人当たりの面積（㎡/人） 5.6  

 大阪府 

平均 
5.6 

 

資料：平成 27年度（2015年度）版大阪狭山市統計書 

  

狭山池公園 
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公園緑地分布図 

資料：公園緑地グループ平成 29年（2017年）11月作成 



 

12 

 

都市公園と公共施設の分布を以下に示します。 

山本第１公園と近接する山本こども園、池尻第８公園と近接する池尻保育園、東茱萸木

第 10 公園と近接するつぼみこども園、大野台第７公園と近接する大野台こども園等、子育

て施設と公園が隣接するところを中心として、保育園やこども園の行事に公園が活用され

る等の事例が見られます。 

 

 
公園と公共施設の分布図 

資料：公園緑地グループ平成 29年（2017年）11月作成  

近隣の保育園等による公園の活用 
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②地域性緑地の状況 

生産緑地、保存樹林が法・条例により緑地として保全され、狭山池は国の史跡に指定さ

れ保全されています。 

 

地域性緑地の指定状況（平成 29年（2017年）） 

区分 箇所数 面積(ha) 

生産緑地法 生産緑地地区 151 43.8 

文化財保護法 史跡・名勝・天然記念物等 1 41.7 

大阪狭山市緑化推

進及び樹木の保存

に関する要綱 

保存樹木 16 （19本） 

保存樹林 4 13.2 

資料：公園緑地グループ平成 29年（2017年）11月作成 

 

地域性緑地分布図  

保存樹木（サザンカ） 
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③ため池・河川 

本市には 120 か所のため池が点在し、

大阪府内でもため池の多い地域の一つ

です。ため池の多くは周囲に樹林地や植

生地を保有し、野鳥や水生植物の生命を

育むビオトープを形成する等、良好な水

辺環境を形成しています。 

なかでも狭山池は、現存するわが国最

古の人工のため池であり、本市のシンボ

ル的存在として市民に親しまれていま

す。 

狭山池は、近年の発掘調査によると今から約 1400 年前の 7 世紀前半に築造されたことが

明らかになっています。農業用水を確保するためにつくられた狭山池は、長い歴史のなか

で、行基（奈良時代）や重源（鎌倉時代）、片桐且元（江戸時代）等、時代を代表する人物

の手で度重なる改修・改築が行われてきました。周辺地域・住民にとって、狭山池は欠か

すことのできない重要な役割を果たしてきました。 

平成の大改修として行われた大阪府の事業により、治水ダムという新しい機能を付加さ

れて生まれ変わり、あわせて公園や博物館の建設が進められ、狭山池周辺が市民の憩いの

場として整備されました。 

平成 8 年（1996 年）3 月、本市は狭山池を核とした水辺環境の創造と、水にかかわる歴

史や文化を生かしたまちづくりを推進していることが評価され、国土庁（現国土交通省）

より「水の郷」として認定されています。 

平成 14 年（2002 年）には、狭山池の改修工事の完成を機に、狭山池を舞台とした新た

なイベントとして、狭山池まつりがはじまりました。 

また、本市の河川については、西除川、三津屋川が狭山池に流入し、西除川、東除川が

狭山池から流出し、狭山池とつながる水辺空間となっています。特に西除川については、

一部の区域で自然的な樹林地等が残されており、散策して楽しめる場となっています。ま

た、北部の副池オアシス公園は水辺地を生かした都市公園として親しまれています。 

 

  

狭山池 
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④緑地状況 

都市公園は、前計画策定時と比較して、総面積が約 2 倍となっています。街区公園が大

きく増えたほか、狭山池公園が総合公園として整備されました。 

生産緑地の箇所数の変化はほぼないものの、生産緑地指定解除により、農地面積が減少

しているといえます。緑化協定は 9 区域増加しており、あわせて面積も増加しています。 

緑地の現況 

前回調査結果※ 現況値 

種類 箇所数 
合計面積 

（ha） 
箇所数 

合計面積 

（ha） 

都
市
公
園 

街区公園 68 

15.77 

96 

32.19 

近隣公園 1 3 

総合公園 0 1 

緑道 
6 

3 

都市緑地 5 

都市公園以外

の公園緑地に

準ずる機能を

持つ緑地（児童

遊園、グラウン

ド等） 

64 32.19 59  38.67  

生産緑地地区 156 63.22 151 43.75 

狭山池 1 46.93 1 46.93 

緑化協定 7 1.71 16 2.99 

保存樹林 4 13.97 4 13.18 

  合計 

173.79 

 合計 

177.71 

 

資料：公園緑地グループ平成 29年（2017年）作成、都市計画グループ平成 29年（2017年）作成 

※前計画基礎調査結果  
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⑤街路樹の分布状況 

南部のニュータウンを中心に、その外縁部や主要な幹線道路に街路樹が整備されていま

す。また、狭山池へとつながる三津屋川沿いや、狭山池周辺の道路に街路樹が整備されて

います。 

 

 

街路樹の分布図  

ニュータウンの街路樹（ヒメユズリハ） 
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⑥その他のみどりの特性 

○山林 

本市には、陶器山丘陵においてヤマツツジ・コナ

ラ・ササ等の自然的な状態にある樹林が存在します。

ただし、その中心であったアカマツが松食い虫の被害

等により大幅に減少し、コナラ等の落葉広葉樹への遷

移が見られ、下草等の繁茂、裾野での竹林の拡大が進

んでいます。今後さらに、シイ・カシ等の常緑広葉樹

林（照葉樹林）への遷移が予想されます。 

また、近畿大学医学部附属病院周辺や帝塚山学院大

学、狭山池北西の西除川沿岸、狭山神社等においても、

自然に近いまとまりのある樹林地が存在します。これらの樹林地の大半は市街化区域に位

置しています。 

また、市域全域ではクスノキやカシ、ヤマモモ等が保存樹林に多く指定されていること

から、これらは気候風土によく合い、昔から多く植生していたことが推測されます。 

 

○農地 

田・畑は、東野、大野等市街化調整区域のほか、

陶器山丘陵付近や、西除川やため池周辺にまとまり

のある農地が残されています。 

 

 

 

 

 

⑦みどりにかかる活動 

自治会やマンション管理組合等のボランティアに

より、44 団体が 61 箇所の公園で清掃活動を行って

いるほか、23 団体が 24 箇所の公園や自治会館で花

の植付け、手入れを行っています。また、まちづく

り円卓会議でも幹線水路等の清掃や花いっぱい運動、

菜の花いっぱい運動や休耕地を利用したフラワーガ

ーデンなどの活動が行われています。更に、公園や

緑地において、ビオトープづくりや生物の保全を行

うボランティア団体が存在する等、自主的な市民活

動が見られます。  

ボランティアによる沿道の緑化 

陶器山丘陵の樹林地 

まとまりのある農地（市街化調整区域） 
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（４）市民のみどりに関する意識 

①市民意識調査の概要 

「大阪狭山市総合戦略」及び「大阪狭山市総合計画後期基本計画」の策定に関する市民

意識調査（平成 27 年（2015 年）8 月実施）の結果より、みどりに関するものを抜粋し整理

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集計では、小数点第 2 位を四捨五入しており、数値の合計が 100.0%にならない場合が

あります。 

※図表中のＮとは、回答者総数（また該当設問で）をしています。 

※地区別の集計は、下図の通りの中学校区の区分で集計しています。 

※居住地区を「わからない」と回答もしくは無回答の結果は掲載していないため、地区

別の結果の合計が市全域の値と等しくなりません。 

 

  

狭山中学校区 

南中学校区 

第三中学校区 

 [調査設計] 

調査対象地域：大阪狭山市全域 

調査対象：市内に在住する 16歳以上の市民 

（平成 27年（2015年）7月 15日現在） 

標本数 ：3,000人 

抽出方法：単純無作為抽出 

抽出台帳：住民基本台帳 

調査方法：郵送配布・郵送回収による郵送調査法 

調査時期：平成 27年（2015年）8月 20日～8月 31日 

[回収結果] 

有効配布数：2,989件 

有効回収数：1,274件 

回収率：42.6％ 
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②市民意識調査の結果 

○大阪狭山市内の水辺を身近に感じているか 

7 割近くが水辺を比較的身近に感じています。 

狭山池中学校区では全市と比較して水辺を身近に感じている人の割合が高く、一方で南

中学校区では低くなっています。 

 

水辺を身近に感じている人の割合 

 

○大阪狭山市内で緑の豊かさを身近に感じているか 

8 割近くが緑の豊かさを比較的身近に感じています。 

 
緑の豊かさを身近に感じている人の割合 

  

23.9

38.4

12.2

20.8

43

43.9

38.5

49.4

26.7

14.4

40.1

24.1

5.6

2.5

8.5

5.4

0.8

0.7

0.7

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市全域（N=1,274）

狭山中学校区（N=437）

南中学校区（N=436）

第三中学校区（N=332）

身近である まあまあ身近である あまり身近ではない

身近ではない 無回答

全
体

地
区
別

25.5

24.9

30.5

20.5

52.8

52.2

52.3

55.1

18

20.1

14

20.8

3

2.1

2.5

3.3

0.7

0.7

0.7

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市全域（N=1,274）

狭山中学校区（N=437）

南中学校区（N=436）

第三中学校区（N=332）

身近である まあまあ身近である あまり身近ではない

身近ではない 無回答

全
体

地
区
別

比較的身近に

感じている 

比較的身近に

感じている 
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○環境に関して取り組んでいる施策に関する重要度と現状の満足度 

「①水と緑を守り、親しむことができる環境づくり」、「④うるおいのある美しいまちづ

くり」ともに 9 割以上が重要だと感じています。 

 

 
環境に関して取り組んでいる施策に関する重要度 

 

地域別の重要度の結果 

   
調査数 重要 

やや 

重要 

どちらで

もない 

あまり重要

でない 

重要 

でない 
無回答 

①水と緑を守

り、親しむこと

ができる環境

づくり（自然環

境の保全、公園

緑地の整備等） 

 
狭山中学校区 

437 264 143 24 3 - 3 

 100.0% 60.4% 32.7% 5.5% 0.7% - 0.7% 

 
南中学校区 

436 282 117 27 3 - 7 

 100.0% 64.7% 26.8% 6.2% 0.7% - 1.6% 

 
第三中学校区 

332 194 117 19 1 - 1 

 100.0% 58.4% 35.2% 5.7% 0.3% - 0.3% 

市全域 
1274 775 399 74 9 1 16 

100.0% 60.8% 31.3% 5.8% 0.7% 0.1% 1.3% 

④うるおいの

ある美しいま

ちづくり（環境

美化、公害対策

等） 

 
狭山中学校区 

437 262 142 22 5 - 6 

 100.0% 60.0% 32.5% 5.0% 1.1% - 1.4% 

 
南中学校区 

436 295 98 27 3 - 13 

 100.0% 67.7% 22.5% 6.2% 0.7% - 3.0% 

 
第三中学校区 

332 213 92 23 1 - 3 

 100.0% 64.2% 27.7% 6.9% 0.3% - 0.9% 

市全域 
1274 806 350 79 9 - 30 

100.0% 63.3% 27.5% 6.2% 0.7% - 2.4% 

 

  

60.8

59.4

60.8

63.3

31.3

29.2

30.6

27.5

5.8

8.1

5.7

6.2

0.7

1.2

0.5

0.7

0.1

0.2

1.3

2.1

2.1

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①水と緑を守り、親しむことができる環境づくり

（自然環境の保全、公園緑地の整備など）

②地球にやさしい環境づくり（地球温暖化

対策、再生可能エネルギーの活用など）

③ともに実践する循環型社会づくり

（ゴミの減量化、資源リサイクルなど）

④うるおいのある美しいまちづくり

（環境美化、公害対策など）

重要である やや重要である どちらでもない

あまり重要でない 重要でない 無回答

重要だと感じている 
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「①水と緑を守り、親しむことができる環境づくり」、「④うるおいのある美しいまちづく

り」ともに満足だと感じている割合が 5 割を下回っています。重要度は 9 割と非常に重視

されていますが、満足度は低く隔たりがあり、今後満足度を上げることが課題といえます。 

 

 
環境に関して取り組んでいる施策に関する満足度 

 

地域別の満足度の結果 

   調査数 満足 やや満

足 

普通 やや

不満 

不満 無回答 

①水と緑を守

り、親しむこと

ができる環境

づくり（自然環

境の保全、公園

緑地の整備等） 

 
狭山中学校区 

437 59 147 156 33 11 31 

100.0% 13.5% 33.6% 35.7% 7.6% 2.5% 7.1% 

南中学校区 
436 37 154 158 35 11 41 

100.0% 8.5% 35.3% 36.2% 8.0% 2.5% 9.4% 

第三中学校区 
332 37 108 120 25 9 33 

100.0% 11.1% 32.5% 36.1% 7.5% 2.7% 9.9% 

市全域 
1274 142 423 463 97 32 117 

100.0% 11.1% 33.2% 36.3% 7.6% 2.5% 9.2% 

④うるおいの

ある美しいま

ちづくり（環境

美化、公害対策

等） 

 
狭山中学校区 

437 32 102 221 40 9 33 

100.0% 7.3% 23.3% 50.6% 9.2% 2.1% 7.6% 

南中学校区 
436 31 114 204 31 12 44 

100.0% 7.1% 26.1% 46.8% 7.1% 2.8% 10.1% 

第三中学校区 
332 27 88 150 24 11 32 

100.0% 8.1% 26.5% 45.2% 7.2% 3.3% 9.6% 

市全域 
1274 95 316 609 97 34 123 

100.0% 7.5% 24.8% 47.8% 7.6% 2.7% 9.7% 

  

11.1

4.2

7.2

7.5

33.2

18.4

25.0

24.8

36.3

54.6

48.0

47.8

7.6

9.8

7.5

7.6

2.5

2.9

2.7

2.7

9.2

10.1

9.5

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①水と緑を守り、親しむことができる環境づくり

（自然環境の保全、公園緑地の整備など）

②地球にやさしい環境づくり（地球温暖化

対策、再生可能エネルギーの活用など）

③ともに実践する循環型社会づくり

（ゴミの減量化、資源リサイクルなど）

④うるおいのある美しいまちづくり

（環境美化、公害対策など）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

満足だと感じている 
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○生涯ずっと住み続けたいまちにするための重点分野 

「美しいまちなみの形成」が 27.2%、「公園や水辺などのうるおいある環境づくり」が

23.5%で比較的高い割合を示しており、重視されています。 

 

生涯ずっと住み続けたいまちにするための重点分野  

5.4%

27.2%

7.5%

11.1%

4.2%

6.7%

23.5%

38.4%

41.6%

31.2%

32.7%

5.7%

3.9%

14.8%

30.1%

2.8%

1.2%

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

多彩な文化活動の展開

美しいまちなみの形成

スポーツなどを通じた健康づくり

製造業などの元気な産業づくり

観光振興などのにぎわいづくり

リサイクルなど環境に配慮したまちづくり

公園や水辺などのうるおいある環境づくり

高齢者が元気に活動できるまちづくり

子育てしやすいまちづくり

救急・防災などの緊急時体制の確保

犯罪や交通事故防止など安全の確保

生涯学習の機会や場づくり

活発な住民活動の展開

駅周辺の整備

徒歩や自転車で移動しやすい道路整備

その他

無回答
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（５）みどりを取り巻く社会の状況 

①人口構造の変化 

日本の総人口は、平成 27 年度（2015 年度）の国勢調査において、大正 9 年（1920 年）

の調査開始以来、初めての減少となりました。また、年少人口（15 歳未満人口）や生産年

齢人口（15歳から 64歳人口）が減少している一方、老年人口（65歳以上人口）は増加し、

高齢化率は約 26.6%（平成 27年度（2015年度）国勢調査）となっています。更に国立社会

保障・人口問題研究所（社人研）の平成 29 年（2017 年）推計によると、約 50 年後の平成

77年（2065年）には高齢化率は 38.4%になると推計されています。 

本市においても、「大阪狭山市人口ビジョン」によると今後人口が減少していくことが予

測されています。また、高齢化も年々進行している状況にあり、全国と同様、人口減少、

少子高齢化が顕著になっていくことが予測されます。 

本市では、これまでは新たな住宅開発等に伴う公園・緑地の整備等、みどりの「量」を

確保することに追われてきましたが、人口減少が進むなか、今後はみどりの「量」よりも

「質」を重視し、既存のみどりの保全等、一定のみどりの「量」を確保しながら、「質」の

向上に取り組むことが必要です。 

 

②地方分権の進展、市民参加の意識の高まり 

平成 12年（2000年）に地方分権一括法が施行されたことに伴い、国、都道府県、市町村

の関係を見直し、対等・協力の関係構築に向けた取組みが進んでいます。こうしたなか、

市町村は、地方自治の理念を実現するため、それぞれの歴史、文化、自然条件等の個性を

活かした地域づくりを創意工夫により進めるとともに、様々な行政課題に自主的・自立的

に取り組むことが求められています。 

また、人々の意識や価値観は、これまでの経済的な豊かさや生活の利便性を重視する姿

勢から、主体的で個性的な生き方を通して、生活を楽しみ、生活の質を高めようとする方

向へと移り変わっています。そのため、市民一人ひとりが個性と能力を発揮し、それぞれ

の価値観に基づいた生き方が可能となるような、選択肢が多く、自由度の高い地域づくり

が求められます。 

このように地方分権が進展し、更に、多様な価値観・ライフスタイルに対応していくこ

とも求められるなか、行政だけの取組みだけではなく、市民が主体的に参画し、市民と行

政が協働で地域の課題に対応していくことが必要です。みどりのまちづくりに関しても、

住民の主体的な取組みや、市民一人ひとりがまちづくり活動に参画する意識の醸成が求め

られます。 

 

③みどりにまつわる法制度の改正 

みどりの「量」的確保から「質」的向上へという方向性の変化、財政面・人材面の制約

等による地方自治体による新規整備や適切な施設更新の限界といった背景のもと、今後は
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民間活力を最大限に活かして、みどりの整備・保全を効果的に推進し、みどり豊かで魅力

的なまちづくりを実現することが必要です。こうした考えのもと、平成 29 年（2017 年）6

月に都市緑地法等の一部が改正されました。 

これらの法律の改正により、更にみどりの持つ多面的な機能を発揮することが可能とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④地球レベルの温暖化対策や生物多様性の確保に関する意識の高まり 

温室効果ガスの排出により地球温暖化をはじめとして、大量消費に伴い発生する廃棄物

処理等、地球環境に関する問題への対応が迫られています。そのなかで、CO2吸収源・固定

源としてのみどりを保全・創出することが求められます。 

一方、自然環境においては、都市部を中心に宅地化等の影響で、農地や樹林地等のみど

りが減少し、自然に囲まれた住環境、まちの景観、多様な動植物への影響が懸念されてい

ます。 

また、「生物多様性基本法」「生物多様性地域連携促進法」が平成 20年（2008年）に制定

され、「生物多様性国家戦略 2010」では、みどりの基本計画を都市における自然的環境の確

保に貢献する計画として位置づけました。平成 22 年（2010 年）10 月に開催された生物多

様性条約第 10 回締約国会議（COP10）では、二次的な自然環境における生物多様性の保全

とその持続可能な利用の両立を図る「SATOYAMA イニシアティブ」が提唱され、同イニシ

アティブを世界的に推進していくことが採択されました。 

本市においても、温暖化対策、生物多様性の観点から、みどりの保全と創出、自然資源

【法改正のポイント】 

●都市公園の再生・活性化【都市公園法等】 

・都市公園法で保育所等の設置を可能に 

・民間事業者による公共還元型の収益施設の設置管理制度の創設 

・公園内の PFI 事業に係る設置管理許可期間の延伸（10 年→30年） 

・公園の活性化に関する協議会の設置 

●緑地・広場の創出【都市緑地法】 

・民間による市民緑地の整備を促す制度の創設 

・緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充 

●都市農地の保全・活用【生産緑地法、都市計画法、建築基準法】 

・生産緑地地区の一律 500 ㎡の面積要件を市区町村が条例で引下げ可能に（300 ㎡

を下限） 

・生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を可能に 

・新たな用途地域の類型として田園住居地域を創設 
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の利用の推進、生物の保全等に取り組むことが求められます。 

 

⑤防災・減災のまちづくりに対する意識の高まり 

東日本大震災や平成 28 年（2016 年）熊本地震等、大規模な震災から得た教訓をもとに、

都市の防災や減災に向けた対応が求められています。 

防災・減災のまちづくりにおいて、みどりは防火植栽、避難場所・避難経路等として非

常に重要な役割を果たします。公園緑地、道路、河川、ため池、水路等の都市基盤施設の

効果的整備に努めるとともに、農地等の貴重なオープンスペース、学校、比較的敷地の大

きな公共施設の有効活用を図り、防災空間を確保することが必要です。 
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（６）上位計画・関連計画等 

①第四次大阪狭山市総合計画【基本構想】【後期基本計画】 

計画期間：平成 23 年度（2011 年度）～32 年度（2020 年度）【基本構想】、平成 28 年

度（2016 年度）～32 年度（2020 年度）【後期基本計画】 

 

○まちづくりの基本理念 

まちづくりの中心に「人」を位置づけ、一人ひとりが豊かな人間性をつちかい、互い

の人権を尊重しあいながら、安心していきいきと生活できる、すべての人にやさしいま

ちづくりを基本理念として掲げています。 

 

○市の将来像 

「水きらめき 人が輝く 共生のまち 大阪狭山」 

 

○まちづくりの目標と施策の大綱 

将来像の実現に向けて、4つのまちづくりの目標と、このまちづくりの目標を実現する

推進力として、2つの横断的な目標をあわせ、6つの施策の大綱を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

施策の大綱 

①大阪狭山らしさを創出する自立と協働のまち 

②健康で安心して暮らし続けられる思いやりのあるまち 

③人と自然が共生する環境にやさしいまち 

④ともに学び世代をつないで人を育むまち 

⑤にぎわいがあり安全で快適な暮らしのあるまち 

⑥みんなで創る持続可能なまち 
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○人と自然が共生する環境にやさしいまち 

みどりに関わる施策として、以下の施策を定めています。 

 

＜水と緑を守り、親しむことができる環境づくり＞ 

・水や緑などを身近に感じられるよう、ため池・河川・樹林地・農地を適切に保全・活

用し、公園や緑道とあわせて水と緑のネットワーク形成を図る。 

・公園や緑道の整備を推進するとともに、地域における緑化の推進や管理など、市民との

協働による緑の創出や保全を進め、誰もが利用しやすい憩いと安らぎの場を提供する。 

・人と自然が共生するまちづくりを進めるため、生物多様性の保全に取り組む。 

 

＜うるおいのある美しいまちづくり＞ 

・うるおいのある美しいまちづくりを進めるため、市民・事業者・行政の協働で公共空

間の美化に努める。 

・生活環境の保全に取り組み、公害のない快適な生活環境の確保をめざす。 

 

 

②大阪狭山市総合戦略 

計画期間：平成 27 年度（2015 年度）~31 年度（2019 年度） 

 

○基本目標 

以下の４つの基本目標を掲げています。 

①出産・子育てを支援して若い世代の定住を促す 

②安心して暮らし続けられる環境を整える 

③まちの魅力を高めて人を呼び込む 

④地域経済を活性化して雇用を確保する 

  

○重点取組 

みどりに関わる取組として、以下の取組を定めています。 

 

＜地域資源を活かしたまちの魅力強化＞ 

・歴史的観光資源「狭山池」を中心とした魅力情報の発信 

 

  



 

28 

 

③大阪狭山市都市計画マスタープラン 

計画期間：平成 23 年度（2011 年度）~32 年度（2020 年度） 

 

○都市づくりの理念  

「水と緑きらめき、安心して暮らせるいきいきとした生活都市・大阪狭山」を理念と

して定めています。 

 

○都市づくりの基本目標 

以下の 7 つの基本目標を定めています。 

①さまざまな年齢階層が住みやすい、質の高い住環境が持続的に確保されるまち 

②交通アクセスが充実し、商業・サービス・都市文化が享受できる魅力的な都市生活の

営めるまち 

③自然環境や農地が適切に保全・整備され、狭山池や旧街道等の歴史や文化にふれあえ

るまち 

④災害への備えや防犯・交通安全対策が講じら

れた安心できるまち 

⑤さまざまな地域や世代の市民がふれあい交

流し、まちづくりに自主的に参画するまち 

⑥乳幼児から高齢者、妊婦や障がい者等のすべ

ての市民に対する配慮が講じられているユ

ニバーサルデザインのまち 

⑦都市基盤の整備や維持管理を適切に行い、効

率的に活用するとともに、低炭素に配慮した

コンパクトなまち 

 

○将来都市構造 

狭山池、河川及び緑地を水と緑のアメニティ軸

として設定し、地域資源や公共施設等とつなぐ水

と緑のネットワークを形成することが示されて

います。 

  

将来都市構造図 
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○部門別整備の方針  

みどりに関わる整備方針として、以下の方針を定めています。 

（土地利用の方針） 

・農地やため池、樹林、河川等の「水と緑」を保全する。 

（自然環境保全の方針及び都市環境形成の方針） 

・潤いある市民の暮らしの実現と動植物との共生が図られるよう、樹林地、河川等の保

全を基本的な考え方とする。 

・桜の里づくり推進事業等、市街地内の緑空間を創出することによるアメニティを高め

ることを基本的な考え方とする。 

・道路、公園、その他の通路等を活用した歩行者系道路網の整備を推進しネットワーク

を形成する。ネットワークとしては、ため池や公園、神社等を結ぶとともに、鉄道駅

周辺の緑化も進め、市民が緑とふれあい楽しんで歩くことができるように努める。 

（都市施設等の整備の方針） 

・公園については、市民の憩いの場となる拠点的な公園の整備・充実を進める。また既

存公園については、機能充実や市民ニーズにあった整備を進める。 

・河川については、潤いある空間をめざすため公園やため池等とのネットワークを形成

し、緑道等の環境整備と合わせ、市民が親しめる水辺環境づくりを推進する。 

  

土地利用の配置方針図 道路・交通、公園等の整備の方針図 
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２．みどりのまちづくりの課題 

（１）みどりの質を高め活かす 

本市は、市域の大部分が市街化し、今後は少子高齢化の進行や厳しい財政状況が続くと

予想されるなか、みどりのまちづくりにおいてはこれまでの「量の拡大」から、今あるみ

どりの「質の向上」を図りつつ、いかに活用していくかが重要な課題になりつつあります。 

市民の価値観、ライフスタイルの多様化等も踏まえ、単にレクリエーションやスポーツ等

の場として利用するだけでなく、地域交流や子育て、福祉の場の提供、さらにはにぎわいづ

くり等の面でみどりが持つ機能を引き出しながら積極的に活用していくことが必要です。 

 

（２）大阪狭山らしい個性豊かなみどりを守り、育てていく 

本市の名所の一部でもある狭山池は、古代の歴史を今に伝える国指定の文化財であると

ともに、桜並木を含む散策路が散歩やランニングコースとして市民に親しまれる存在であ

るほか、多様な生物の生息地としても貴重な存在です。また、陶器山丘陵や近畿大学医学

部附属病院周辺等の森林は、面的なボリュームのあるみどりとしてレクリエーションや自

然景観、生態系保全等の面で重要な役割を果たしています。 

また、本市にはその他にも公園・緑地、河川、ため池、農地、社寺林、街路樹等の人々

の営みのなかで守り育てられてきた様々なみどりが存在します。これらは、自然環境が有

する多様な機能を持つグリーンインフラとして、本市の魅力や市民生活の質の向上につな

がる重要な役割を持っています。 

これらの個性豊かなみどりについて、その役割と効果を見極めた上で守り育てていくこ

とが必要です。 

 

（３）様々な役割を持つみどりのネットワーク 

市内にはまちの魅力要素でもある様々なみどりの資源や歴史文化資源等が点在していま

すが、単独で存在するものが多い状況にあります。市の魅力向上に向けては、観光やレク

リエーション、景観形成等の観点からこれらを結ぶ散策路の整備等、みどりとみどりをつ

なぐネットワーク化が重要です。また、みどりの活用による効果を高めるため、公共施設

周辺での緑化の強化やオープンスペースの確保等、みどりの配置を施設とセットで考える

ことも必要です。 

 

（４）みどりの適切な維持管理 

開設から数十年が経過した公園や公共施設の樹木、街路樹の老木化が進み、大径木や枯

損木が増えてきています。また、樹林地の樹木に関しては、ナラ枯れや松枯れが増えてき

ています。 

これらについては、周辺環境への安全性の確保や樹木に求められる効用を踏まえつつ、

市境におけるナラ枯れ被害が顕著であることから、周辺市と情報共有を図りながら、今後
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の維持管理のあり方を見据え、計画的に手入れしていくことが求められます。 

今後、人口減少が見込まれるなか、新たな公園・緑地の整備は、市街地における配置バラ

ンスや周辺の開発動向、用地の確保の見通し等を考慮して計画的に進めることが必要です。 

 

（５）協働によるみどりの取組みの推進 

本市では、市民が積極的に市政に参画し、行政と協働してまちづくりを行っていけるよ

うに、平成 21 年（2009 年）に「大阪狭山市自治基本条例」を制定し、市民協働の取組み

を進めています。 

みどりに関しては、既に市民団体等によって公園・緑地の維持管理、樹林地の維持管理、

自然とのふれあいの促進等、みどりに関する様々な活動が取り組まれています。これらの

活動の発展を図るとともに、みどりの媒体効果に着目した活動の促進が必要です。 

また、平成 29 年（2017 年）の都市緑地法の改正では、公共施設等において民間活力を

導入する制度が創設され、より一層みどりを地域の魅力や活力の向上を図るために活用す

ることが可能となりました。公園・緑地の分野でもスポーツや健康、レジャー等をテーマ

とした民間活力の導入によるマネジメント等の取組みが各地で行われています。市民や事

業者が主体となった取組みや協働による取組みを根付かせ、拡大していくとともに、地域

のみどりのまちづくりを担っていく人材を発掘・育成するために、現在活動していない人々

が気軽に参画できる機会を充実させたり、民間活力を導入した取組みを展開する等、様々

な主体の協働によるみどりのまちづくり活動を広げて行くことが必要です。 

 

（６）計画の進行管理による着実な取組みの推進 

計画に定めるめざすべきみどりの将来像を実現するには、計画を進行管理しながら、確

実に各種事業等を進めていくことが求められます。総合計画や都市計画マスタープラン等

の計画の進行管理と連携しつつ、施策や事業を進めていくことが必要です。 
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第３章 めざすべきみどりの将来像 

 

１．みどりの将来像 

本計画の上位計画となる第四次大阪狭山市総合計画では、めざす将来像を次のように定

めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画でめざすみどりの将来像は、総合計画で定めた将来像を踏まえつつ、狭山池をは

じめとする個性豊かなみどりと人々の生活や都市活動との調和を図りながら、質の高いま

ちづくりをめざす意味で、「水きらめき」を共通のキーワードとして位置付け、以下のとお

り設定します。 

 

 

  

みどりの将来像 

水きらめき 人と自然が調和するまち 大阪狭山 

第四次大阪狭山市総合計画が定める将来像 

本市はこれまで市民参画と協働を基調とし、すべての人にやさしいまちづくりに取り

組んできました。また、市民と行政のパートナーシップによるまちづくりの成果として、

さまざまな取組を生み出すとともに、まちづくりを担う人材が育ってきています。 

これらの成果を踏まえ、市民の心のよりどころであり、本市のシンボルである狭山池

の水がきらめくように人が輝き、人と自然との共生、さらには人と人との共生をめざし

たまちづくりを進めていきます。また、互いの人権を尊重しあいながら市民が生活の豊

かさを実感できる生活本位のまちをめざすことにより、地域への愛着や誇りを醸成し、

まちづくりの活動を次世代に継承していきます。 

 このような考え方と基本理念を踏まえ、大阪狭山市がめざす新たな将来像を次のように

設定します。 

「水きらめき 人が輝く 共生のまち 大阪狭山」 
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みどりの将来像を踏まえ、下図のとおりみどりの将来像図を示します。 

本市のシンボルである狭山池をみどりの中心核とし、また、狭山池に隣接する副池オア

シス公園、西新町公園は狭山池と一体的に活用できるみどりの核として位置付けます。四

方に伸びる西除川、東除川、三津屋川やあまの街道、緑道等は、人々がみどりとふれあい

ながら歩くことができる環境として保全、充実し、水とみどりのネットワークを構築しま

す。市街化調整区域である周囲の樹林地や農地、南部の陶器山丘陵、その他まとまりのあ

る樹林地等は、良好な自然環境が残るエリアとして、保全、活用に努めます。 

  

みどりの将来像図 
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２．みどりのまちづくりの基本方針 

（１）みどりの活用の推進 

本市における市民の日常生活や様々な活動の場において、積極的なみどりの利用・活用

を図ります。狭山池をはじめとする大阪狭山らしいみどりの個性を活かしながら、従来の

レクリエーション、防災、環境保全、景観形成等に加え、教育、生涯学習、交流・地域活

性化等の分野でもみどりの積極的な利用・活用を図ります。 

 

（２）みどりの保全・創造・再生 

みどりを市民共有の財産であるとともにまちの魅力を高める重要な要素として捉え、種

類や場所、人との関わりのなかで求められる役割等に応じて質の高いみどりを保全・創造・

再生します。 

 

（３）協働によるみどりのまちづくり推進 

みどりの利用・活用が市民の生活や都市活動をより充実させるという市民への意識啓発

に取り組みながら、みどりに関わる主体の育成やみどりのまちづくりに参画できる場や機

会の充実等、市民にとってよりよいみどりのまちづくりを推進するという意識のもと、よ

り多くの市民がみどりに関わる取組みを推進します。 
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第４章 みどりのまちづくりの取組み 

 

みどりのまちづくりの基本方針に基づき、みどりをまちの魅力を高める重要な要素とし

て保全・創造・再生するとともに、様々な分野における効果が生まれるよう多様な活用を

促し、さらに、市民の意識を高めるとともに市民の活躍の場を広げるため、あらゆる場面

において市民協働で進めることができるよう、みどりのまちづくりの取組みを定めます。 

 

１．みどりの活用の推進 

（１）地域コミュニティやまちづくりの様々な活動の場としてのみどりの活用 

・みどりが持つ多様な特性を踏まえ、憩いや健康づくり等のこれまでの活用分野にとど

まらず、教育や福祉、地域活性化等様々な取組みの場で活用します。 

 

（活用例） 

分野 みどりの活用例 期待される効果 

景観形成 
・街路樹 

・建物周辺の緑化 等 

・良好な景観形成による都市の魅力向上 

・心地良いまちづくり 等 

防災 

・防災公園 

・敷地境界の緑化 

・山林の植栽 等 

・災害時の拠点や避難場所の確保 

・火災時の延焼防止 

・土砂災害防止 等 

環境保全 
・建物緑化（壁面・屋上） 

・敷地内緑地確保 等 

・省エネ 

・生物多様性確保 等 

健康づく

り、レク

リエーシ

ョン 

・公園、広場 

・森林浴、ハイキングの環境づ

くり 

・市民農園 等 

・健康づくり 

・生きがいづくり 

・出会い・触れ合い 等 

子育て 

・みどりの中での遊び 等 ・親子の絆づくり、友達づくり 

・健やかな心身の育成 

・保護者同士の情報交換、交流 等 

教育、 

生涯学習 

・公園や樹林地、河川等の植物

や生き物を活用した環境学

習、社寺等の歴史、文化も含

めた地域学習 等 

・地域の環境保全や地球環境問題等に対

する意識の向上 

・まちの歴史への関心の高まり 

・まちに対する誇りや愛着（シビックプ

ライド）の醸成 等 

福祉 

・障がい者や高齢者向けの園芸

活動 等 

・心身の癒し 

・ストレス緩和 

・介護者や被介護者の情報交換 等 

交流・観

光・地域

活性化 

・公園やオープンスペースを活

用した祭りや集客イベント、

コミュニティによる緑化活

動 等 

・地域コミュニティの活性化 

・観光の地域ブランディング 

・地域の魅力向上 

・都市ブランドの向上 等 
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（２）みどりやみどりのまちづくり活動等にかかる情報の発信 

・市の広報誌やホームページはもちろん、SNS 等の様々な情報発信手段を活用し、市のみ

どりの紹介や、みどりを活用した取組みを市内外に発信します。 

・みどりに関するフェア等を開催し、市民がみどりに対して理解を深める機会を提供します。 

（発信する情報の例） 

○本市のみどりの特徴（狭山池、陶器山丘陵、ため池、社寺等歴史資源と一体となった

みどりが多いこと等） 

○桜の開花情報や見所 

○みどりに関連するイベント情報 等 

 

２．みどりの保全・創造・再生 

（１）まちの骨格となるみどりの保全・再生 

①狭山池の保全と周辺におけるレクリエーション機能の強化 

・国の史跡に指定されている狭山池は、治水・利水機能を維持・充実しながら古代からの

歴史を現在に伝える歴史文化遺産として保存・継承していきます。 

・豊かな自然や広大なオープンスペースであることを活かし、周辺の河川や公園等との連

携を図りつつ、地域の活性化に向けて憩いやスポーツ等のレクリエーション機能の強化

を図ります。 

・狭山池クリーンアクションによる河川の清掃、不法投棄防止への啓発活動等に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②河川、ため池の保全 

・ため池については、本来の目的である治水・利水機能の維持・充実を図るとともに、う

るおいある景観形成や多様な生物の生息等の重要な役割も併せ持つことから、管理者と

の連携を図りつつ、都市におけるみどり豊かな憩いの場となるように保全・活用を図り

ます。 

  

狭山池クリーンアクション 狭山池ランニングイベント 
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・河川については、河川敷に整備した緑道等を活用し

ながら、水とみどりのネットワークの形成を図りま

す。また、旧河川敷に生息するヒメボタルの生息環

境保全への活動協力等、自然と共生する取組みを促

進します。 

 

 

 

 

③丘陵地域のみどりの保全と散策コースの充実 

・本市を代表するまとまったみどりのボリュームを持

つ陶器山丘陵やその他の樹林地は、市民参加を進め

ながら下草の除去や間伐等の維持管理に努め、良好

な二次林としての環境保全を図ります。 

・三都神社周辺やあまの街道等は、歴史的文化資源と

一体となったみどりの空間の保全を図ります。 

 

 

 

④まちの骨格となる水とみどりのネットワーク形成 

・樹林地やため池、河川、公園、緑地、街路樹、農地

等本市に存在するみどりによって、景観形成や生物

の生息、防災、散策・憩いの空間等の多様な機能を

持つ水とみどりのネットワークを形成します。 

・狭山池外周の散策路や周辺の河川沿いの道路等にお

いては、連続した水とみどりの歩行者ネットワーク

形成を図ることとし、社会資本整備総合交付金等を

活用しながら、狭山池と西除川緑道をつなぐアンダ

ーパスを整備します。 

・水とみどりのネットワークとして位置付けた河川や道路等のみどりについては、適切な

維持管理や快適な散策路としての機能の充実等を図ります。  

西除川河川敷に生息するヒメボタル 

陶器山丘陵を通るあまの街道 

西除川沿いの緑地 
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（２）市民に身近なみどりの保全・創造・再生 

①市民に愛用される公園・緑地等の整備・再整備とマネジメント 

１）都市基幹公園・住区基幹公園 

・都市基幹公園は総合公園 1 箇所、住区基幹公園は近隣公園 3 箇所と街区公園 87 箇所が開

設済みであり、今後は人口減少が見込まれるなか、市街地における配置バランス、人口

定着の見通し等を考慮し、優先順位を定めて整備を推進します。 

・公園の整備・再整備を進める際には、誰もが安心して安全に利用できるよう、ユニバー

サルデザイン化を進めることを基本としつつ、人口減少、少子高齢化の進行に対応し、

子育て世代が住みやすい環境づくり、健康長寿社会の実現を推進するため、地域のニー

ズを踏まえ、都市公園の整備や配置の再編等を行います。 

・整備後、相当年数が経過している公園については、地域の実情に合わせた再整備や施設・

設備の更新を計画的に行います。 

・公園の整備・再整備の際は、みんなが楽しく利用できる公園をめざし、地域のニーズを的

確に把握するとともに、ワークショップ等計画段階からの市民参画の機会を検討します。 

・公園の運営管理にあたっては、公募設定管理制度

（Park-PFI）や指定管理者制度、アドプト制度等

市民や民間が公共施設の管理に携わる新たな展開

も含め、その規模や特徴に応じた方法を検討します。 

・「市内公園美化清掃事業」、「花のあふれる街角づく

り事業」を進め、市民との協働による維持管理や緑

化を行います。 

 

２）都市緑地 

・今熊市民の森や西山台１号緑地等、市の外周部で指定されている都市緑地については、

周囲の樹林地と一体となった良好なみどりの環境を形成しており、市民に散策コース等

として親しまれていることから、今後もみどり豊かな緑地として維持・保全を図るとと

もに、未整備区域の活用、利用者が使いやすい案内板やベンチ等の施設の充実を図りま

す。 

 

②まちに彩りを添える樹林地や社寺林等の保全、充実 

・社寺林等のみどり、個人所有管理となっている樹

林地等については、身近な憩いの空間等として周

辺住民との関わりのなかで長い間守られてきたこ

とから、所有者の協力を得ながら、市民緑地の整

備等維持管理にかかる支援制度や緑地保全地区制

度の活用を図りつつ、今後も適切な保全に努めま

三都神社の社寺林 

花のあふれる街角づくり事業による 

沿道緑化 
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す。 

・帝塚山学院大学、近畿大学医学部附属病院、狭山神社、三都神社等の樹林や市街地等に

点在する保存樹木については、「大阪狭山市緑化推進及び樹木の保存に関する要綱」に基

づき、貴重なみどりとして維持・管理に努めるとともに、必要に応じて新たな指定を行

います。 

・身近な公園が不足している地域等においては、周辺住民の意向を踏まえつつ公共施設の

跡地や市が所有する未利用地について、暫定的な利用も含めみどりの空間としての活用

を進めます。 

 

③農作物の生産だけでなく、みどりの多様な機能を持つ農地の維持・保全・活用 

・農地は、国が定める都市農業振興基本計画において、農作物の供給の場だけでなく、防

災、良好な景観の形成、国土・環境の保全、農作業体験・学習・交流の場の提供、農業

に対する理解の醸成等の機能があると位置付けられており、様々な役割を持つことから、

今後も維持・保全に努めます。 

・市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能に優れた農地等を計画的に確保す

るため、農地所有者等の意向を基に生産緑地地区の追加指定の促進を図ります。 

・本市の生産緑地地区の大半は平成 4 年（1992 年）に指定されており、平成 34 年（2022

年）に指定から 30 年をむかえることから、市に対し買取申出が可能となります。今後も

都市におけるみどりのオープンスペースとして安定的に確保していくため、土地所有者

等の意向に基づき、買取申出の時期を 10 年間延長

可能な「特定生産緑地」として指定を行い、その

維持・保全を図ります。 

・農地等で十分な利用がされていないものについて

は、市民による農業体験等、農地に対するニーズ

を把握したうえで、農地所有者の意向をもとに、

マッチングを行い、市民等が農業やみどりに触れ

合う場として活用します。 

 

④地域の個性を演出する住宅地や事業所等におけるみどりの確保 

・開発事業を行う事業者に対し、開発指導要綱等による緑化指導を行い、積極的なみどり

の確保を誘導します。 

・公共施設の整備や建て替えにおいては、既存のみ

どりを活用しつつ、施設の利用効果を高める観点

（子育て施設においてみどりと触れ合える空間を

確保することによって健やかな心身の育成を図る

等）から敷地内緑化、建築物の壁面・屋上緑化等

小学生の稲刈り体験 

公共施設の植栽 
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多様な手法によるみどりの確保に努めます。 

・住宅においては、鉢植え等による軒先やベランダ、バルコニー等小さな空間を利用した

身近なみどりづくりを促進します。 

・民間施設については、大阪府自然環境保全条例に基づく建築物の敷地等における緑化を

促進する制度に基づき緑視効果の高い景観形成が図られるよう、接道部の緑地等の緑化

を指導・誘導します。 

・事業所、工場等においては、防災、ヒートアイランド対策、景観形成等の観点から積極

的な敷地内緑化と適切な維持管理に努めることとし、特に敷地境界や接道部では、地域

特性や街路樹等を考慮し、周辺環境と調和した緑化に努めるとともに、公開空地を確保

し、景観形成に対応した修景効果の高い緑化を行います。敷地内においても工場立地法

による緑地を確保するとともに景観木等の植栽を促進します。 

・地区計画、緑化協定において緑化の規定を定める地区では、それぞれのルールに基づき、

みどり豊かな環境の維持に努めます。また、市民の自発的な取組みにより必要性が認め

られる地区は、新たな地区の指定を検討します。 

・幼稚園・こども園・保育園・小中学校の運動場での芝生化や学校ビオトープの整備等を

はじめとする学校施設の緑化を検討するとともに、市民が整備やマネジメントに参画す

る取組みを促進します。 

 

⑤みどりを活かした良好な街並み景観づくり 

・街路樹については、街路景観の形成だけでなく通行する車・自転車や歩行者の安全性の

確保、落ち葉による周辺住民への影響等も勘案しつつ、計画的な剪定や植え替え等の維

持管理、更新を進めることとし、剪定にあたっては、樹木の特性に応じて樹形のバラン

スがとれるように行う等、良好な沿道景観の形成に向けた街路樹の育成に努めます。 

・市民団体による休耕田を利用したフラワーガーデンづくり、フラワースポットづくり事

業等により、効果的な緑化を推進します。 

・駅前や交差点付近等多くの人の目に触れる場所では、シンボルツリーや季節感のある樹

種の植栽等まちに彩りを添えるみどりの空間づくりに取り組みます。 

・「市の木」である桜を、狭山池の外周部をはじめ市内の主要施設に植樹するとともに、適

切に維持管理し保全に努めます。 

・住宅や事業所等の建築にあたっては周辺環境との

調和に配慮したみどりを確保する等、みどり豊か

な街並み景観づくりに努めます。 

・空き家・空き地（遊休農地を含む）において、み

どりの管理が適切になされず、景観や住環境に影

響を及ぼすような場合、空き家対策と連携しつつ、

地域の協力を得ながら維持管理に努めるととも

休耕田を利用したフラワーガーデンづくり 



 

41 

 

に、土地所有者等に対し適切な管理を促します。 

 

⑥防災・防犯に役立つみどりの創造 

・災害時の一時避難場所に指定されている公園等の整備・保全を図ります。 

・避難路となる道路については、延焼防止効果がある沿道のみどり化やオープンスペース

の確保を検討します。 

・河川については、河川管理者と協力し、洪水や浸水対策を行うとともに、環境と調和し

た整備に努めます。 

・一時避難場所に指定されているさやか公園や東大池公園等への防災施設の充実を図ります。 

・公園・緑地においては、見通しや景観を悪化させる死角等の改善や効果的な照明の配置

等により、安全性の高い空間づくり、良好な景観づくりを行います。 

 

⑦生物多様性の確保に向けた多様な生態系の創出 

・公共施設や事業所等において緑化を進める際は、周辺のみどりの環境との連続性に配慮

する等、生態系に配慮した整備に努めます。 

・公園整備や水とみどりのネットワークの形成に、生物多様性の保全の視点を取り入れ、

市民団体の協力を得ながら、生態系の保全、回復に努めます。また、生態系に影響を与

ぼすと思われる整備や事業については、環境アセスメント

等により生態系の保全に配慮します。 

・二次林の維持管理に対する支援や、森林病害虫対策を実施

します。 

・家庭でペットとして飼われている生きものや育てている植

物について、むやみに自然に放たないよう啓発を行います。 

・外来種が増加することの問題点等についての意識啓発に努

めます。 

・学校敷地内や校区内のビオトープの整備や維持管理、ビオ

トープを活用した教育活動の支援を進めます。 

 

３．協働によるみどりのまちづくり推進 

（１）みどりのまちづくりの担い手育成 

・初心者から経験者まで、多様なニーズに対応できる森林保全ボランティアやみどりのま

ちづくりの担い手の育成講座を開くとともに、福祉や子育て等の活動団体や行政等との

連携強化等により、育成した人材を紹介・派遣し、担い手の活躍の場を広げます。 

・関係機関との連携を図りながら子どもへのみどりや環境に関する教育に取り組みます。 

 

 

副池オアシス公園の 

ビオトープ空間 
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（２）みどりのまちづくりの活動支援 

・みどりの活動にかかる団体や市民の取組みについての支援やアドバイスを行うとともに、

交流や情報交換の場となるプラットフォームを整備します。 

・多様なみどりの効果を踏まえ、様々な地域の活動やまちづくり活動等に対し、みどりの

活用を働きかけます。 

・大阪府緑化樹配付事業は継続して活用するとともに、大阪府のみどりづくり推進事業等

による活動支援を行います。 

 

（３）みどりのまちづくりの仕組みづくり 

・地区計画や建築協定、緑化協定の活用等地域の状況に応じた市民の自発的なルールづく

りを支援します。 

・アドプト制度等により、市民が公共施設等の管理に携わる取組みを進めます。 

 

（４）専門家との連携強化 

・みどりのまちづくりについて専門的なアドバイスを行うアドバイザー派遣制度の創設や

専門家によるみどりの講習会の開催等、専門家との連携による取組みを強化します。 

 

（５）みどりに親しむイベントの開催 

①生き物観察会・学習会の開催支援 

狭山池や陶器山丘陵の樹林地、河川、公園、ため池のみどり等の自然を活用し、子ども

たちが自然の生態系や環境保全について学ぶことができる生き物の観察会や学習会の開催

を支援します。 

 

②緑化にかかる表彰イベントの開催 

市民の目を楽しませ、市街地にうるおいを与えている民間施設や民有地の緑化を対象と

する「大阪狭山市みどりのまちづくり賞」等の表彰イベントを開催し、緑化に対する市民

への啓発と普及を図ります。 

 

③緑化イベントの実施 

公園や緑地等を活用し、樹木や草花、昆虫等を研究し勉強する等、新たな活動を模索し

ます。 

 

（６）緑のまちづくり基金積立金の活用 

本計画を推進していくため、積立金の活用方法を検討し、運用を図ります。 

  



 

43 

 

第５章 先導的・重点的な取組み 

 

本章で位置付ける先導的・重点的な取組みは、本計画の期間である今後 10 年間に、みど

りの将来像「水きらめき 人と自然が調和するまち 大阪狭山」の実現に向けた取組みを

進めていくなかで、特に先導的・重点的に取り組むことによって大きな成果が期待され、

さらには他の取組みを牽引して本計画全体の着実な推進を先導するための取組みをとりま

とめたものです。 

「水きらめき 人と自然が調和するまち 大阪狭山」を実現するには、狭山池をはじめ

とする個性豊かなみどりと人々の生活や都市活動との調和を図りながら、まちの魅力や価

値を高めていく必要があります。本市が持つみどりの特性を活かしつつ、市民、事業者、

行政との協働により、市の魅力や価値が向上していくような取組みを位置付けます。 

 

１．パークマネジメントによる狭山池周辺のにぎわいづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組みの背景・狙い 

本市には、現存するわが国最古のため池である狭山池が存在しています。狭山池

は、文化財として高い価値があり、市のほぼ中心に位置し、大阪狭山市駅から近接

するという優れた立地条件を持っています。また、周辺には、さやか公園、狭山池

博物館等関連する魅力的な施設も立地しています。さらに、狭山池公園、副池オア

シス公園、西新町公園の一体的な活用・にぎわいづくりを目的とした整備も予定し

ています。 

この狭山池をまちの魅力を高める重要な地域資源として位置付け、「史跡狭山池

保存活用計画」と整合を図りながら、古代の土木技術を今に伝える文化財として保

全しつつ、周囲の散策道や関連施設等を活用し、まちのにぎわいづくりに努めます。 

また、都市公園法の改正に伴い、都市公園の再生・活性化に向けて民間事業者に

よる公共還元型収益施設の設置管理が可能となったことを踏まえ、民間事業者や団

体が参画するパークマネジメント体制づくりを検討し、より良い管理運営体制の確

立に努めます。 
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具体的な取組み 

①パークマネジメント体制づくりの検討 

・民間事業者が参画するパークマネジメ

ント（公園の維持管理、運営）体制の

検討 

・公園管理者、河川管理者、パークマネ

ジメント組織、関係団体、行政等によ

る公園活性化策の検討 

・イベント実施や施設整備にかかるクラ

ウドファウンディング手法の検討 

 

②まちのにぎわいを創出するイベント

等の実施 

・狭山池外周の散策路等を活用した民

間活力の導入によるマラソン、ウォ

ーキング等のイベント開催 

・狭山池まつりの実施（毎年実施中） 

・イベント等における鉄道会社とのタ

イアップ 

③「サードプレイス※」としての環境づ

くり 

・来訪者が落ち着いて過ごせる狭山池周

辺の環境整備（カフェ、売店、ベンチ

等の設置） 

※サードプレイス：自宅とも職場とも

隔離された心地よい第三の居場所 

 

④地域・環境学習のフィールドとして

の活用 

・狭山池博物館との連携等による地域の

歴史や自然環境等を学ぶフィールド

ワークの場として、狭山池公園、副池

オアシス公園、西新町公園の活用 

 

⑤みどりや公園施設等の維持管理 

・市民が参加する桜並木や公園施設等の

適切な維持管理、清掃活動等の実施 

 

⑥狭山池や関連イベントのＰＲの強化 

・SNS 等を含む様々なメディアを活用

した狭山池や関連するイベント情報

等の発信 

 

 

・来訪者の増加 

・地域コミュニティの活性化や市内外の交流促進 

・市や狭山池の知名度アップ 

・まちに対する誇りや愛着（シビックプライド）の醸成 

・市民の健康づくり 

・狭山池や自然環境に対する知識や関心の高まり 

・まちづくりに関する関心の高まり 

・他の公園等におけるパークマネジメントの広がり 

 

期待される効果 
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２．歩いて楽しい水とみどりの歩行者ネットワーク形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取組み 

④散策ルートの活用 

・地域学習や環境学習の場としての活用 

・ウォーキングイベント等の実施 

・散策ルートのボランティアガイド等の

育成 

・来訪者の増加 

・みどり豊かなまちなみ景観の形成 

・市民の健康づくり 

・自然環境、まちの歴史等に対する知識や関心の高まり 

・まちづくりに関する関心の高まり 

 

期待される効果 

①散策ルートの設定 

・みどりの構造図において位置付けた「歩

いて楽しい水とみどりのネットワー

ク」によるルート設定 

 

②歩いて楽しい環境整備 

・統一したデザインの案内板、ベンチ等

休憩施設の整備 

・道路や散策路等のユニバーサルデザイ

ンの推進 

・狭山池と西除川緑道をつなぐアンダー

パスの整備 

・副池オアシス公園と西新町公園の一体

的な利活用 

・散策ルート周辺の農地において市民農

園等の利活用の推進 

・散策路を中心に自転車道等の整備を検討 

⑤散策ルートのＰＲの強化 

・散策ガイドブックの作成 

・SNS 等を含む様々なメディアを活用

した情報等の発信 

 

取組みの背景・狙い 

本市は、狭山池をはじめとする自然環境に恵まれ、歴史・文化資源が豊かなまちで

す。まち全体に息づくこれらの地域資源を活用することは、まちの価値をさらに高め

ることにつながります。 

狭山池のほか、市内に分散立地している公園・緑地、丘陵のみどり、ため池、社寺

のみどりを結ぶ、誰もが楽しく安全・快適に散策できる歩行者ネットワークの形成を

図ります。 

③散策ルートの維持管理 

・市民参加による街路樹や公園施設、あ

まの街道等の緑地の定期的な維持管理

活動や清掃活動の実施 

・生態系ネットワークにも考慮した樹木

植え替えの際の樹種選定 
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狭山池と西除川緑道をつなぐアンダーパス（歩行者ネットワークの形成イメージ） 

位置図 
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  狭山池公園、副池オアシス公園、西新町公園の一体的な利活用イメージ 
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第６章 計画の推進方策 

 

本計画に位置付けた取組みの推進に際しては、行政だけではなく市民や事業者も主体的

に参画し、市民、事業者、行政がお互いの役割を理解し協力しながら、進めていきます。 

また、事業・施策を着実に進めていくための体制づくりのほか、計画の進捗状況や、取

組みによる成果を定期的に把握し、さらなる改善に結びつけるため、計画の進行管理を行

います。 

 

１．市民・事業者・行政の役割 

まちの主体はそこで生活する市民であり、愛着と誇りを持てるまちをつくり上げていく

ためには、「自分たちでより良いまちにしていく」という意識のもと、市民自らが自分の住

むまちへの関心を高め、積極的に活動に取り組んでいくことが必要です。 

これからの本市のみどりのまちづくりにかかる活動は、市民、事業者、行政のそれぞれ

の適切な役割分担と連携のもとで進めていきます。 

 

主体 役割 

市民 

・市民は、みどりのまちづくりの主体として、自らの活動のなかでみどりの活

用を図るとともに、みどりのまちづくりに積極的に参画します。 

・みどりに関するセミナーやワークショップ等へ積極的に参加し、意見の表明

や提案を行います。 

事業者（民

間 企 業 、

NPO、大学

等） 

・協働を推進する際の基本的な考え方等を定めた「大阪狭山市自治基本条例」

を踏まえつつ、地域社会を構成する一員としてみどりのまちづくりに対する

理解を深め、緑化活動等に参画します。 

・開発等を行う場合は、市がめざすまちづくりの方向性を十分理解し、周辺の

環境や景観等に配慮した計画とします。 

行政 

・本計画に基づき、市の都市計画に関する事業の決定や見直し、地域制緑地の指定、

都市基盤整備等、行政でなければできない取組みを実施します。 

・市民に最も身近な自治体として、市民への情報提供や意向把握、市民活動の

支援、市民参画のしくみづくり等に努めます。 

・みどりの普及啓発に向けたセミナーやワークショップ等を開催します。 

・みどりの保全、整備等を進めるにあたり、市域を超える広域的な取組みにつ

いては、国や大阪府、近隣市及び関係機関との連携・調整を図ります。 
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２．計画を推進するための要件 

本計画は、みどりの将来像やその方向性等を示すものであり、今後、本計画に基づく事

業、施策の実施に向け、効率的かつ効果的に進めていくため、推進体制の確立をはじめと

した以下の取組みを進めます。 

 

（１）推進体制の確立 

本計画に基づく取組みを効率的・効果的に推進していくためには、公園・緑地に関わる

整備だけでなく、関連する様々な行政分野の総合的、一体的な取組みが求められます。 

このため、各行政分野を所管する部署間の連絡調整や情報交換の場を設置し、庁内にお

ける推進体制を確立します。さらに、必要に応じて市民や事業者の参画も求めます。 

 

（２）財政基盤の確立 

各種事業等の実施にあたっては、自主財源の確保や各種補助事業制度を積極的に活用す

るほか、既存事業の見直し、財源の効率的配分等により健全な財政運営に努めます。 

 

（３）公的施設の整備更新やマネジメントに対する市民等の参画 

公的施設の整備・更新やマネジメント等においては、多様な主体がみどりのまちづくり

に関わる等の効果が期待できることから、市民のみどりへの関心を高め、市民参画を促進

します。 

 

（４）各行政機関との連携・協力体制の強化 

市域をまたがるみどりである樹林地や河川、道路の街路樹等にかかる事業等の実施にあ

たっては、国や大阪府、近隣市及び関係機関と必要な事項について協議する等、適切な連

携のもとに施策の推進に努めます。 
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３．本計画の進行管理 

本計画に基づく事業や施策を実行していくには、計画の進行管理が必要です。本計画の

目標年次は、10 年後の平成 39 年度（2027 年度）としたものですが、今後の社会経済情勢

の変化等により、新たな課題や市民ニーズへの対応が必要となることも考えられます。こ

れらに柔軟に対応できるものとするために、計画の進行管理を行いつつ、5 年ごとまたは社

会情勢が大きく変化したと認められる時点で、本計画の見直しを行うこととします。 

 

（１）ＰＤＣＡサイクルの運用 

計画に基づき実施される施策や事業が効率的かつ効果的に実行されているかどうかを、

PDCA サイクルにより検証します。 

毎年、行政評価等を活用した事業進捗状況の把握及びそれに基づく事業内容の見直しを

進めるとともに、5 年後に計画の中間見直しを行い、10 年後の定期見直しにつなげる進行

管理プロセスを導入して計画の実効性を高めます。また、中間見直しの際は、学識者やみ

どりに関する団体メンバー等による「（仮称）大阪狭山市みどりの基本計画評価懇話会」に

より見直しを行います。10 年後については、計画の実施による成果を確認するための数値

目標を設定します。 

これらの見直しの際には、市民のニーズにきめ細かく対応するため、市民意見を反映さ

せる仕組みを盛り込みます。ただし、個々のみどりのまちづくりの取組みが進んでいく過

程で、新たな課題や考え方が多く出てきた場合や上位計画の見直しに伴う改定の必要が生

じた場合には、随時改定を行う等、柔軟な運用を図ります。 

進捗状況や見直しの過程については、広報誌やホームページな等を通して公表します。 

また、中間見直し及び定期見直しの際に、市民意見を反映させる仕組みを検討します。 

5年ごと、10年ごとのＰＤＣＡサイクルの進め方のイメージ 
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①ＰＬＡＮ（計画） 

・みどりの将来像を実現するために、基本方針に基づく施策や事業等を位置付け、そのな

かで 5年で取り組む事業について、事業シートを作成します。 

・事業シートにおいては、各年に実施する事業の目的や取組み内容等について記載します。 

 

②ＤＯ（実行） 

・事業シートによる 5年間の事業スケジュールにより、事業を推進します。 

・市民、事業者、行政がそれぞれの役割を踏まえ、連携しながら施策や事業を推進します。 

 

③ＣＨＥＣＫ（進行管理・評価・公表） 

・計画の進行管理にあたっては、事業シートに基づく進捗状況を把握し、達成状況の検証・

評価を行います。 

・庁内関係部署により構成される庁内連絡会議を通じて、庁内の横断的な協力関係の構築

や情報交換を行います。 

・進捗状況については、広報誌やホームページ等を活用し、市民に広く周知します。 

 

④ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

・計画改定の 5 年後に計画の中間見直しを行い、10 年後の定期見直しまでの計画期間に進

める施策や事業を計画に位置付けます。 

・10 年後には、この間の施策や事業の進捗評価や上位・関連計画等について総合的に整理

し、計画の見直しを行います。 

・計画の見直しにあたっては、市民意識調査（アンケート調査）やパブリックコメント等

を通じて市民の意見や意向の把握に努めます。 

 

（２）評価の手法と目標の設定 

5 年ごとに行う計画の中間見直し、10 年後の定期見直しにあたっては、総合計画の進捗

管理のために行う市民意識調査（アンケート調査）及び事業者・活動団体等ヒアリング、

市職員ヒアリング等により計画の達成度を測ります。市民意識調査（アンケート調査）に

おいては、市のみどりに対する総合的な満足度だけでなく、どの点に満足し、どの点が足

りないのか等についても把握し、計画の改善につなげていきます。また、ヒアリング調査

により数値化が難しい定性的な成果の把握にも努めます。 

また、毎年の事業の進捗状況については、毎年行う行政評価等や統計データの活用によ

り達成度を評価します。 
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時期別の計画等の見直しにかかる作業内容等 

タイミング 作業内容 評価や見直し作業にあたっての主な要素 

1年ごと ・次年度事業内容の見直し ・行政評価等 

5年ごと 

・計画の中間見直し 

・その時点から 5年間の事業

シートの作成 

・市民意向調査（アンケート） 

・事業者・活動団体等ヒアリング 

・市職員ヒアリング 

・みどりにかかる統計データ等 

10年ごと 

・計画全体の見直し 

・その時点から 5年間の事業

シートの作成 

・社会潮流、国の動き 

・市民意向調査（アンケート） 

・事業者・活動団体等ヒアリング 

・市職員ヒアリング 

・みどりにかかる統計データ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直しのフロー 

  

成果の把握 

事業進捗状況の

把握 

市民意識調査（アンケート調査） 

事業者・活動団体等ヒアリング 

市職員ヒアリング 

現況データ、整備状況等 

成果と事業進捗状況の関連性を意識

しながら効果的な見直し方針の検討

につなげる 

・市が行う事業の進捗状況については、統計

データ、行政評価等の結果等を活用 
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数値目標 

①「市のみどりに対する満足度」の数値目標 

計画の成果を評価する指標として「水と緑を守り、親しむことができる環境づくり」の

満足度について数値目標を設定します。 

数値目標は、五段階評価で、満足、やや満足と評価した方の比率の合計について、以下

のとおり設定します。 

現在（平成 27年度（2015年度））の

「水と緑を守り、親しむことができ

る環境づくり」の満足度注 

44.3% 

（参考）狭山中学校区：47.1% 

南中学校区：43.8% 

第三中学校区：43.6% 

目標（平成 39年度（2027年度）） 60.0%以上 

注）大阪狭山市総合戦略及び大阪狭山市総合計画後期基本計画の策定に関する市民意

識調査 平成 27年（2015年）8月 

 

②「市民とみどりとの関わり」に関する数値目標 

計画の成果を評価する指標として、団体による自主的な公園でのイベント等の開催数につい

て数値目標を設定します。 

数値目標は、以下のとおり設定します。 

現在（平成 28年度（2016年度））の 

団体による自主的な公園での 

イベント等の開催数 

45回 

目標（平成 39年度（2027年度）） 50回 

 

 

なお、評価と見直しの状況は、適宜公開し、その結果及び内容がどのように計画に反映

されたかわかるような形で公表します。 
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用語解説 

行 用語 解説 

あ アドプト アドプト制度は公共空間を行政と市民が協力し、清掃美化活動など

を行うこと。英語で ADOPT PROGRAM といい「養子縁組」の意味。 

大阪府の「アドプト・プログラム」では府と市町と参加団体が三者

間で協定を結び活動を行っている。本市ではアドプトロードやアド

プトリバーの団体があり、道路沿い、河川堤防の清掃と緑化活動が

行われている。 

SNS Social Networking Service の略で、個人間のコミュニケーションを促

進し、社会的なネットワークの構築を支援する、インターネットを

利用したサービスのこと。趣味、職業、居住地域などを同じくする

個人同士のコミュニティを容易に構築できる場を提供している。 

NPO Non-Profit Organization の略。「非営利組織」または「非営利団体」。

現在、日本では「市民が主体となって継続的、自発的に社会貢献活

動を行う、営利を目的としない民間団体」を指す言葉として一般に

使われており、法人格の有無や活動の種類は問わない。 

オープンスペ

ース 

都市の中の公園・広場、河川やため池など、建物が建てられていな

いゆとりの空間。又は建物の周囲で自由に利用できる開放された空

間。 

か 街区公園 主として街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園

で１箇所当たり面積 0.25ha を標準として配置する。 

開発指導要綱 一定規模以上の開発行為を行う者に対して、計画的で良好な街づく

りを誘導するため、公共施設（道路、公園、下水道等）や駐車場、

集会所等の設置基準、建物に関する規制などを規定したもの。 

近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園

で近隣住区当たり１箇所面積２ha を標準として配置する。 

建築協定 良好な住環境を守るために、建築基準法の基準に上乗せする制限を

市民などが自ら設け、それをお互いが守っていく制度。 

さ 市街化区域 都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域および概ね 10

年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

市街化調整区

域 

都市計画区域のうち、市街化を抑制する区域。無秩序な市街地の拡

大を防止し、農地や自然環境を保全していくことを目的とする区

域。 

指定管理者制

度 

自治体が所管する公の施設について、管理、運営を民間事業会社を

含む法人やその他の団体に、委託することができる制度。 

児童遊園 児童に健全な遊びを与えるとともに、健康促進を図り、また情操を

豊にするための屋外施設。 

住区基幹公園 主として近隣住区内の住民の安全で快適かつ健康的な生活環境及

びレクリエーション、休養のためのスペースを確保し、住民の日常

的な身近な利用に供するために、近隣住区を利用単位として設けら

れる基幹的な公園で、その機能から街区公園、近隣公園、地区公園

に区分される。 
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行 用語 解説 

さ 生産緑地 生産緑地法に基づき、緑地機能及び多目的保留地機能を有する 500

㎡以上の市街化区域内農地を保全するため、市町村が都市計画で定

める地域地区。農地等として管理が義務付けられるが、指定から 30

年経過後または農業の従事者等が農業に従事することができなく

なった際には市町村に買い取りの申し出をすることができる。 

生物多様性 ある生物群系、生態系、または地球上に多様な生物が存在している

状態、および進化の過程で多様な遺伝子プールが過去から未来へと

受け継がれている状態を指す概念。 

総合公園 都市住民全般の休憩、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供

することを目的とする公園。面積 10～50ha を標準とする。 

た 地区計画 地区の特性に応じてきめ細かなルールを定め、建築または開発行為

を規制・誘導することをめざした都市計画法に定められた都市計画

の手法の一つ。 

地方分権一括

法 

2000 年 4 月に施行された、地方分権の推進に関連する 475 本の法律

のこと。機関委任事務の廃止など、国と地方自治体の関係を対等・

協力のものにすることを目的とするもので、475 本の法律が一括し

て審議・成立したことから、「一括法」と呼んでいる。 

都市基幹公園 主として一の市町村の区域内に居住する者の安全で快適かつ健康

的な生活環境及びレクリエーション、休養のためのスペースを確保

するために、都市を単位として設けられる基幹的な公園で、その主

たる機能から総合公園及び運動公園に区分される。 

都市計画区域 都市計画法、その他の法令の規制を受ける土地の範囲であり、自然

的、社会的条件等を勘案して、一体的な都市として総合的に整備、

開発及び保全することを目的として定める区域。 

都市公園 都市公園法第２条に規定する、①都市計画施設である公園又は緑地

で地方公共団体が設置するもの、②地方公共団体が都市計画区域内

において設置する公園又は緑地、③国が一の都府県の区域を超える

ような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地、

④国が国家的な記念事業として、又はわが国固有の優れた文化的資

産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画

施設である公園又は緑地をいい、当該設置者により当該区域内に設

けられる公園施設を含む。 

都市公園法 都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全

な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として制定さ

れた法律。都市公園の定義や、管理に係る事項等について定められ

ている。 

都市緑地 主として、都市の自然的環境の保全及び改善、及び都市景観の向上

を図ることを目的として設置される都市公園の種別のひとつ。 

都市緑地法 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

与することを目的として制定された法律。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が定められている。 
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行 用語 解説 

は パブリックコ

メント 

行政が政策、制度等を決定する際に、公衆（国民、都道府県民、市

町村民など）の意見を聞いて、それを考慮しながら最終決定を行う

仕組みのこと。 

ヒートアイラ

ンド 

都市部において、高密度にエネルギーが消費され、また、地面の大

部分がコンクリートやアスファルトで覆われているために水分の

蒸発による気温の低下が妨げられ、郊外部よりも気温が高くなって

いる現象をいう。 

ビオトープ ドイツ語の biotop。生きもののすみか。生物が互いにつながりを持

ちながら生息している空間を示す言葉だが、特に、開発事業などに

よって環境の損なわれた土地や都市内の空き地、校庭などに造成さ

れた生物の生息・生育環境空間を指して言う場合もある。 

PDCA サイク

ル 

事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進

める手法の一つ。Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act

（改善）の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善す

る。 

ヒメボタル ヒメボタルは大阪府が準絶滅危惧種に指定している昆虫の一つ。本

市では市民と協働でヒメボタルの調査や生息環境の整備等が行わ

れている。 

フラワースポ

ットづくり事

業 

フラワーポットに季節に合わせた草花を植え付け、沿道景観の美化

活動を行う事業。 

保存樹木・樹

林 

緑化の推進を図るため、住民に親しまれ、又は由緒ある樹木及び樹

木の集団をその所有者の同意を得て 

指定すること。 

や ユニバーサル

デザイン 

障がい者や高齢者、外国人、男女などそれぞれの違いを超えてすべ

ての人が暮らしやすいようにまちづくり、ものづくり、環境づくり

を行っていこうとする考え方。 

用途地域 都市計画法及び建築基準法に基づき、住居、商業、工業その他の用

途を適切に配分し、建築物の用途、密度及び形態などに関する制限

を設定することにより、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境

の形成を図るもの。 

ら 
緑化協定 一団の土地の所有者等の合意により、既存の樹木などの緑地保全や

生垣の設置など緑化に関する協定を締結する制度。 

わ 
ワークショッ

プ 

参加者が自由に意見を出し合うことで、思いの共有を行う話し合い

の場で、地域のまちづくりの現場などで使われる。 
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