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●太郎右衛門地区周辺の荒川沿川の各自治
体の環境関連の計画の概要と太郎右衛門
地区の位置づけを確認しました。

●対象とした自治体は以下の通りです。

・太郎右衛門地区

桶川市、川島町、上尾市

・太郎右衛門地区周辺

さいたま市、川越市、北本市、吉見町、
鴻巣市

・埼玉県

地図は地理院地図

荒川

さいたま市

太郎右衛門地区

１）対象自治体
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２）収集資料一覧
カテゴリー 桶川市 川島町 上尾市 さいたま市 川越市 北本市 吉見町 鴻巣市 埼玉県

総合計画
①桶川市第五次総合
振興計画(2016.4)

①第5次川島町総合振
興計画(2016.3)

①第5次上尾市総合計
画後期基本計画
（2016.3）

①2020さいたま希
望のまちプラン
（2014.6）

①第四次川越市総合
計画（2016.3）

①第四次北本市総合
振興計画(2012.3)

①第五次吉見町総合
振興計画(2016.3)

①第5次鴻巣市総合振
興計画（2012.3）

①埼玉県5か年計画
(2012.6)

環境全般に
係る計画

②桶川市環境基本計
画(2012.3改定)
③桶川市緑のまちづ
くり基本計画
(2013.3改訂)

②輪中の郷 環境総
合計画（環境基本計
画）(2015.3)

②第2次上尾市環境基
本計画（改訂版）
（2016.3）
③緑の基本計画

②さいたま市環境基
本計画（改訂版）
（2013.3）
③さいたま市緑の基
本計画 改訂版
（2007.3）

②第三次川越市環境
基本計画及び川越市
緑の基本計画（平成
28年3月改定版）
（2016.3）

②第二次北本市環境
基本計画(2017.3)
③北本市緑の基本計
画(改訂)(2015.12)

②吉見町環境基本計
画(2011.4)

②鴻巣市環境基本計
画（2013.3）
③鴻巣市緑の基本計
画（2014.3改訂）

②埼玉県環境基本計
画(2012.7)
③埼玉県広域緑地計
画(2012.7)

樹林地の保
全・管理

に係る計画

④桶川市森林整備計
画（2013.3）

－ －
④さいたま市森林整
備計画（2013.3）

－ ④北本市森林整備計
画（2012.3）

－
④鴻巣市森林整備計
画（2013.3）

④埼玉地域森林計画
(2016.3変更)

環境保全型
農業

に係る計画
－ － －

⑤百万人の農 さい
たま市農業振興ビ
ジョン改訂版（都市
農業基本方針）
（2014.3）
⑥さいたま市農業振
興地域整備計画書
（2009.9）

③川越市農業振興計
画後期改訂版
（2014.3）
④川越農業振興地域
整備計画（2009.3）

⑤北本市農業の有す
る多面的機能の発揮
の促進に関する計画

③多面的機能発揮促
進事業に関する計画
(2015.9)

⑤鴻巣市農業の有す
る多面的機能の発揮
の促進に関する計画
⑥農山漁村活性化プ
ロジェクト支援交付
金に係る活性化計画
（2015.2）

⑤農業の有する多面
的機能の発揮の促進
に関する基本方針
⑥農山漁村活性化プ
ロジェクト支援交付
金に係る活性化計画
（2009.6）

観光振興に
係る計画

⑤桶川市商工振興計
画(2012.4改訂)

－ －

⑦「訪れたくなるま
ち・招きたくなるま
ち」さいたま市観光
振興ビジョン
(2014.3)

⑤第二次川越市観光
振興計画（2016.3）
⑥川越市産業振興ビ
ジョン（2016.3）

⑥北本市観光基本計
画(2014.2)
⑦石戸蒲ザクラ保護
及び周辺整備基本計
画(2013.3)

－
⑦鴻巣市観光戦略計
画（2014.3）

⑦埼玉県産業元気・
雇用アップ戦略
(2012.7)

都市整備に
係る計画

⑥桶川市都市計画マ
スタープラン（改訂
版）（2013.3）

③川島町都市計画マ
スタープラン 改訂
版(2013.4) 

④上尾市都市計画マ
スタープラン2010
（2011.3）

⑧さいたま市都市計
画マスタープラン
（2014.4）

⑦川越市都市計画マ
スタープラン
（2009.7）

⑧北本市都市計画マ
スタープラン
（2009.3）

－
⑧鴻巣市都市計画マ
スタープラン
（2014.3）

⑧埼玉県景観計画
（2016.4.1）

その他の
環境・農

業・地域振
興に

係る計画

⑦桶川市まち・ひ
と・しごと創生総合
戦略(2016.3)

④川島町人口ビジョ
ン 川島町まち・ひ
と・しごと創生総合
戦略(2015.10)

⑤上尾市地域創生長
期ビジョン・上尾市
地域創生総合戦略
（2015.12）

⑨さいたま市田園環
境整備マスタープラ
ン（改訂版）
（2013.12）
⑩農・自然・歴史と
ふれあう憩いのふる
さと”みぬま”-さい
たま市見沼田圃基本
計画-（2011.1）

⑧川越市まち・ひ
と・しごと創生総合
戦略（2016.1）

⑨北本市まち・ひ
と・しごと創生総合
戦略(2016.3)

④吉見町まち・ひ
と・しごと創生総合
戦略(2015.10)

⑨鴻巣市コウノトリ
の里づくり基本計画
（2015.3）
⑩鴻巣市まち・ひ
と・しごと創生総合
戦略（2016.3）
⑪鴻巣市「道の駅」
基本構想（2015.3）
⑫農業経営基盤の強
化の促進に関する基
本的な構想(2014.9)

⑨埼玉県まち・ひ
と・しごと創生総合
戦略(2016.3)
⑩埼玉農林業・農山
村振興ビジョン

※「生物多様性地域戦略」は策定済みの市町村は無し



エコロジカルネットワークについて ～沿川自治体の計画～

4

３）桶川市
カテゴリー 計画※ 記載内容

（１）生物
種の保全

に係る記述

①桶川市第五次総合振興計
画(2016.4)

施策の1つに「憩いの自然空間の保全と活用」を掲げており、主な取組内容として「生態系の保全・再生」を挙げ、「保存樹木
の指定、外来生物の駆除、在来種を使用した緑化の推進、貴重種の保存などを行いながら、生態系の保全・再生に努める」とし
ている。

②桶川市環境基本計画
(2012.3改定)

方針「里地・里山の自然との共生」における施策の方向として「生物多様性の保全」を挙げており、「地域に育まれた生物多様
性の保全、生態系の保全・再生のため、生態系に係る基礎調査を実施し、計画的な保存樹木等の指定、外来生物の駆除、在来種
を使用した緑化の推進、貴重種の保存等を図る」としている。具体には、「オオタカ等の鳥獣の保護、アライグマ等外来種対策、
コウノトリをシンボルとした自然再生の推進（国・県の推進する取り組みへの参加）を図ること」が記載されている。
また、「河原風景の保全・再生」として、「荒川近郊緑地保全区域（太郎右衛門橋の南側230ha）内の旧流路周辺について、
荒川太郎右衛門地区自然再生協議会が策定した実施計画に基づく事業推進・荒川本来の自然再生を図る」としている。

③桶川市緑のまちづくり基
本計画(2013.3改訂)

基本方針に「公共空間の緑による生き物の回廊の形成」を挙げており、「多様な動植物の生息域となっている河川を中心とした
「緑の軸線」について、市街地に広げていくことができるよう、道路・沿道緑化による「緑の格子」と公園緑地や緑化された公
共公益施設による「緑の拠点」とを結び、これらを在来種などで緑化することによって、「公共空間の緑」による「生き物の回
廊」＝ビオトープネットワークの形成をめざす」としている。
また、基本方針「多くの動植物の生息域となっている郊外の緑の現況把握」においては、「多様な動植物の生息域を良好な状態
で保全していく前提として、その生息状況をより詳しく調査し、把握しておく事が必要とある」として、様々な施策を講じてい
る。

⑥桶川市都市計画マスター
プラン（改訂版）
（2013.3）

将来都市構造として、「緑・水辺軸」の形成のため荒川流域では、「貴重な生態系の保全・再生のために、自然再生推進法に基
づく取り組みを市民と行政が一体となって進めている。綾瀬川、元荒川、赤堀川、江川、石川川などの中小河川の水辺をいかし
市民が憩い、安らぎを得ることができる水辺環境を創出するとともに、桜堤、サイクリングロードの整備を促進する」としてい
る。

（２）河
川・湖沼・

湿地の
保全に係る

記述

①桶川市第五次総合振興計
画(2016.4)

施策の1つに「憩いの自然空間の保全と活用」を掲げており、主な取組内容として「河川風景の保全・再生」を挙げ、「荒川近
郊緑地保全区域における自然再生事業については、荒川太郎右衛門地区自然再生協議会による実施計画に基づく事業を実施して
いく。また、江川下流域については、周辺の治水対策及び環境を守るため、河川風景の保全に努め、整備していく。赤堀川につ
いては、桜堤の保全を図る」としている。

②桶川市環境基本計画
(2012.3改定)

方針「里地・里山の自然との共生」における施策の方向として「河川風景の保全・再生」を挙げており、「特徴的な河川風景を
保全・再生していくため、荒川近郊緑地保全区域内における自然再生事業、江川下流域の整備、赤堀川の桜堤の保全を図る」と
している。

③桶川市緑のまちづくり基
本計画(2013.3改訂)

基本方針に「河川と道路による緑の格子づくり」を挙げており、「市内を流れる河川を中心に、その周辺の緑を「緑の軸線」と
して位置づけ、良好な状態で保全、活用していく」としている。

⑥桶川市都市計画マスター
プラン（改訂版）
（2013.3）

「河川およびその他施設の整備方針」として、「河川改修の整備方針」を挙げ、「治水機能の確保を前提に、多自然川づくりの
採用などによる環境保全と親水機能に配慮した河川改修を関係機関との連携のもと進める」としている。

⑥桶川市都市計画マスター
プラン（改訂版）
（2013.3）

「全市的規模の公園・緑地などの位置づけ」として、「今後、行政と市民が協力して整備の実現を目指す、近隣公園以上の都市
公園と地域制緑地を位置づける」としている。「新たに位置づける公園・緑地などには既指定地域制緑地のなかに「荒川近郊緑
地保全区域」が含まれており、今後、行政と市民が連携して整備の実現をめざすなど」としている。
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３）桶川市
カテゴリー 計画※ 記載内容

（３）森林
（里山）の

保全
に係る記述

③桶川市緑のまちづくり基
本計画(2013.3改訂)

基本方針に「樹林地及び樹林地と一体となった農地などによる郊外の緑の保全と活用」を挙げており、「農地と一体となり、美
しい田園風景と多様な動植物の生息域を形成してきた平地林や斜面林を、特徴的な「郊外の緑」として位置づけ、地域制緑地な
どにより保全していく。また、地域住民が積極的に管理、活用することによって、これらが本来もっていた機能の再生をめざ
す」としている。

④桶川市森林整備計画
（2013.3）

市内に散在する森林は、「クヌギ・コナラ等を中心とした小面積の広葉樹二次林である。これら都市部に残された貴重な森林を、
生活環境の保全及び保健休養機能等の公益的機能を高める視点を軸に整備を進める」としている。

（４）農地
の保全

に係る記述

①桶川市第五次総合振興計
画(2016.4)

施策の1つに「良好な住環境の創出と保全」を掲げており、主な取組内容として「田園地域の保全」を挙げ、「市街化調整区域
は、優良農地を保全することによって、農業を活性化するとともに、中小河川の源流地点や水辺、公園・みどりの拠点などをめ
ぐる散歩ルートを整備する。
また、田園地域として豊かな屋敷林、農家集落など、農業風景の保全に努める」としている。 また、施策「農業の振興」では、
「田園風景の保全・再生」に取り組むこととし、荒廃農地に対する施策を推進している。

②桶川市環境基本計画
(2012.3改定)

方針「里地・里山の自然との共生」における施策の方向として「田園地域・風景の保全・再生」を挙げており、「豊かな屋敷林、
農家集落等が織りなす田園地域の農業風景の保全と再生に向けて、市街化調整区域における優良農地の保全、散策コースの整備、
田園風景の再生やガーデニングによる地域づくり、農業からの環境負荷の低減等を図る」としている。

（５）生涯
学習のうち
環境保全に
係る記述

⑥桶川市都市計画マスター
プラン（改訂版）
（2013.3）

「緑豊かな都市整備の方針」のうち、「緑の整備方針」において、「環境教育や郷土学習、生涯学習など、教育の場として活用
できる公園などの整備を図る」としている。

（６）学校
教育のうち
環境保全に
係る記述

- -

（７）まち
づくりのう

ち
環境保全に
係る記述

①桶川市第五次総合振興計
画(2016.4)

施策の1つに「みどり空間の創出」を掲げており、主な取組内容として「公園等の整備・維持管理」および「植樹帯の整備・維
持管理」等を挙げている。

②桶川市環境基本計画
(2012.3改定)

方針「里地・里山の自然との共生」における施策の方向として「緑のまちづくり基本計画の推進」を挙げており、「まちづくり
の一環として緑地の保全及び緑化を、市民・事業者・市がともに考え、関わり、行動して進めていくため、『緑のまちづくり基
本計画』の普及・啓発と事業の実施を図る」としている。

③桶川市緑のまちづくり基
本計画(2013.3改訂)

基本方針に「公園緑地や公共公益施設の緑による緑の拠点づくり」を挙げており、「緑の格子」に厚みを持たせるため、「今後、
新たな公園緑地などの施設緑地の整備や公共公益施設の緑化を図り、「緑の拠点」を創っていく」としている。
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３）桶川市
カテゴリー 計画※ 記載内容
（８）産業
（工・商）

のうち
環境保全に
係る記述

⑤桶川市商工振興計画
(2012.4改訂)

桶川市の商工業の基本目標の1つとして、「恵まれた自然と文化遺産を大切にした美しい住宅都市」を掲げており、「環境に
優しいまちづくりの推進等を行う」としている。

（９）地域
連携のうち
環境保全に
係る記述

②桶川市環境基本計画
(2012.3改定)

方針「里地・里山の自然との共生」における施策の方向として「市民、事業者、市が連携した緑化推進」を挙げており、「地
域住民が主体となった樹木・樹林地等の維持管理等を推進するため、市民に対する啓発活動、緑化に関する情報提供や人材の
育成・活用を図る」としている。

③桶川市緑のまちづくり基
本計画(2013.3改訂)

基本方針に「整備・管理・活用における協働による推進」を挙げており、「市民等、事業者、行政がともに考え、ともに活動
する「協働による緑のまちづくり」を進めていく」としている。

※桶川市緑のまちづくり基本計画より



エコロジカルネットワークについて ～沿川自治体の計画～

7

３）桶川市

※桶川市緑のまちづくり基本計画より



カテゴリー 計画※ 記載内容

（１）生物種
の保全

に係る記述

①第5次川島町総合振興計
画(2016.3)

基本施策の1つに「環境にやさしい公共事業の実施」を挙げ、「生態系への配慮をはじめとした環境にやさしい公共事業を行
う」としている。
また、基本施策「自然環境の保全」においては、「本町の豊かな自然環境を保全・創造していくため、自然環境全般にわたる
保全対策を計画的に行う」こととし、さらに「多自然型川づくりや親水公園の整備など、人と自然にやさしい水と緑のネット
ワークづくりを推進する」としている。

②輪中の郷 環境総合計
画（環境基本計画）
(2015.3)

対象分野「動植物、生態系」のなかで、主な取組内容として「生物生息空間の確保」および「外来生物対策の推進」を挙げて
いる。

（２）河川・
湖沼・湿地の
保全に係る記

述

①第5次川島町総合振興計
画(2016.3)

基本施策の1つに「緑地の保全」を挙げ、「四方を囲む河川を中心に、自然の生態系を保存する国土交通省による荒川太郎右衛
門地区自然再生事業などの普及啓発及び促進を図り、豊かな緑の保全に努める」としている。
また、基本施策「河川環境の保全」では、「四方を取り囲む河川の自然環境は、本町の資源であり、原風景ともなっているこ
とから、これらの環境の保全を図る」こととし、さらに「町民と協働による水辺空間の保全に努める」としている。

②輪中の郷 環境総合計
画（環境基本計画）
(2015.3)

対象分野「河川、水辺」のなかで、主な取組内容として「水辺空間の保全の推進」および「水辺空間の利用の推進」を挙げて
いる。

③川島町都市計画マス
タープラン 改訂版
(2013.4) 

まちの将来構造として、「水と緑の拠点」において、「荒川河川敷を活用したビオトープによる緑地の保全、平成の森公園を
はじめとした都市公園及び梅ノ木・古凍貯水池等の活用による水と緑の拠点づくりを推進するとしている。ビオトープの整備
は、自然環境を保全するとともに、広域的な地用を想定して民間飛行場との連携を図り、広域レクリエーション・レジャーの
拠点とする」としている。

④川島町人口ビジョン 川
島町まち・ひと・しごと
創生総合戦略(2015.10)

「主要な都市計画の決定の方針」として、「自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針」を掲げ、「荒川、入間川、越
辺川、小畔川、高麗川などの水辺やその周辺、首都圏近郊緑地保全区域に指定されている荒川の河川敷地、県立奥武蔵自然公
園などにおける優れた自然環境の保全を図る」としている。

（３）森林
（里山）の保

全
に係る記述

①第5次川島町総合振興計
画(2016.3)

基本施策の1つに「緑地の保全」を挙げ、「屋敷林などは、本町の特徴ある農村景観を形成する要素となっているため、屋敷林、
生け垣などの緑化に努める」こととし、さらに「保存樹木の保全対策を推進する」としている。

（４）農地の
保全

に係る記述

①第5次川島町総合振興計
画(2016.3)

基本施策の1つに「農用地の保全」を挙げ、「近年は生態系への影響なども懸念されつつあるため、減化学肥料・減農薬や家畜
ふん尿などの堆肥を利用した有機農業を促進する。このため、フェロモントラップの設置、天敵などを利用した害虫防除を推
進する」としている。

②輪中の郷 環境総合計
画（環境基本計画）
(2015.3)

対象分野「自然景観」のなかで、主な取組内容として「田園環境の保全と農業の活用」および「自然景観の保全・創出に向け
た広報・PR」等を挙げている。

③川島町都市計画マス
タープラン 改訂版
(2013.4) 

まちの将来構造として、「農業集落や農用地などによって構成される農村地域を、のどかさのある田園ゾーンとして保全・整
備を図る」としている。

④川島町人口ビジョン 川
島町まち・ひと・しごと
創生総合戦略(2015.10)

「主要な都市計画の決定の方針」として、「優良な農地との健全な調和に関する方針」を掲げ、本区域は、生産性の高い優良
農地が広範にわたることから、その農地の保全に努める」こととしている。

エコロジカルネットワークについて ～沿川自治体の計画～
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４）川島町



カテゴリー 計画※ 記載内容
（５）生涯学

習のうち
環境保全に係

る記述

①第5次川島町総合振興計
画(2016.3)

基本施策の1つに「環境学習の推進」を挙げ、「環境問題への関心を高めるため、学校教育や社会教育活動と連携した環境教育
を行う」こととし、さらに「環境学習のメニューの充実を図り、意識の高揚を図る」としている。

（６）学校教
育のうち

環境保全に係
る記述

①第5次川島町総合振興計
画(2016.3)

基本施策の1つに「環境学習の推進」を挙げ、「環境問題への関心を高めるため、学校教育や社会教育活動と連携した環境教育
を行う」こととし、さらに「環境学習のメニューの充実を図り、意識の高揚を図る」としている。

（７）まちづ
くりのうち

環境保全に係
る記述

②輪中の郷 環境総合計
画（環境基本計画）
(2015.3)

対象分野「公園・緑地」のなかで、主な取組内容として「公園・緑地の適正な整備と維持・管理」等を挙げている。

④川島町人口ビジョン 川
島町まち・ひと・しごと
創生総合戦略(2015.10)

「自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針」として、「具体の公園・緑地の配置の方針を掲げており、都市
の状況に応じてその他の公園・緑地等を配置し、まとまりのある樹林地等については、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区
等の指定を検討し、維持・保全を図る」としている。

（８）産業
（工・商）の

うち
環境保全に係

る記述

- -

（９）地域連
携のうち

環境保全に係
る記述

②輪中の郷 環境総合計
画（環境基本計画）
(2015.3)

対象分野「環境保全活動」のなかで、主な取組内容として「自発的な環境保全の取り組みの推進」および「連携・協力による
環境保全の取り組みの推進」を挙げている。
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４）川島町
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４）川島町

※第5次川島町総合振興計画より
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５）上尾市

カテゴリー 計画※ 記載内容

（１）生物種の保全に
係る記述

②第2次上尾市環境基本計画
（改訂版）（2016.3）

目標として、「やすらぎのあるまちに」を掲げ、方針として「生物多様性の保全に向けて、緑地や水辺の改変を最
小限にとどめるとともに、動植物の生息域である豊かな自然の維持・向上に向けた取組を展開する。また、自然と
ふれあい、その大切さが実感できる機会と場を提供する」としている。
「都市基盤整備」として「河川の生物が生息できる、うるおいのある水辺環境を保全・回復するため、湿地の維持
に努める」としている。

（２）河川・湖沼・湿
地の

保全に係る記述

②第2次上尾市環境基本計画
（改訂版）（2016.3）

地域別構想のうち、平方地域において、「平方支所から旧街道周辺を地域拠点に位置付けるとともに、上尾中堀川、
荒川等の地域らしい水辺空間を活かした骨格形成を進める。また、緑の拠点である三ツ又沼を含めた荒川の河川敷、
及び周辺の湿地帯を次世代に引き継ぐ貴重な財産として今後も保全を図るとともに、良好な眺望を確保していく。
荒川河川敷を、自然と親しめる憩いの場として活用するため、河川管理者と協議の上、地域と共に利用方策を検討
していく」としている。

（３）森林（里山）の
保全

に係る記述

①第5次上尾市総合計画後期
基本計画（2016.3）

施策の１つとして、「身近な緑づくり」を挙げ、「身近な緑の保全・創出を図るため、街区公園や近隣公園などの
身近な公園の整備・管理を進めるとともに、新たな「ふれあいの森」や保存樹林・保存樹木の指定・整備・管理等
を行う」としている。

①第5次上尾市総合計画後期基
本計画（2016.3）

「都市基盤整備」として、「公園・緑地・市民農園の雑木林や屋敷林等を保全するため、所有者の税金等の経済的
負担を軽減する緑地保全制度を効果的に適用する」としている。

（４）農地の保全
に係る記述

①第5次上尾市総合計画後期基
本計画（2016.3）

施策の１つとして、「遊休農地の有効活用」を挙げ、「遊休農地の有効活用により農地を維持するため、農地を借
りたい農業者と農地所有者とを結び付ける利用権設定促進事業を推進する」としている。

①第5次上尾市総合計画後期基
本計画（2016.3）

目標として、「やすらぎのあるまちに」を掲げ、方針として「市街地における緑や水辺を守り、暮らしの中でその
豊かさを実感できるまちづくりを展開する。また、農地が環境面において果たす様々な役割に着目し、遊休農地や
耕作放棄地を有効に活用することで、その価値を高めていく」としている。

（５）生涯学習のうち
環境保全に係る記述

①第5次上尾市総合計画後期基
本計画（2016.3）

施策の１つとして、「自然環境の保全・活用」を挙げ、「市民一人一人が自然環境や多様な生物への関心を高める
ため、子どもから大人まで参加できる自然観察会等環境教育や体験学習の充実を図る」としている。

（６）学校教育のうち
環境保全に係る記述

①第5次上尾市総合計画後期基
本計画（2016.3）

施策の１つとして、「自然環境の保全・活用」を挙げ、「市民一人一人が自然環境や多様な生物への関心を高める
ため、子どもから大人まで参加できる自然観察会等環境教育や体験学習の充実を図る」としている。

（７）まちづくりのう
ち

環境保全に係る記述
- -

（８）産業（工・商）
のうち

環境保全に係る記述
- -

（９）地域連携のうち
環境保全に係る記述

①第5次上尾市総合計画後期基
本計画（2016.3）

施策の１つとして、「自然環境の保全・活用」を挙げ、「残された貴重な自然環境を保存するため、市民の環境学
習等の場として活用しながら、保護活動を行う環境保全団体と連携して、多様な生物の生息・生育環境の保全に取
り組む」としている。

①第5次上尾市総合計画後期基
本計画（2016.3）

施策の１つとして、「緑を守り育てる仕組みづくり」を挙げ、「地域で身近な緑を守り育てる仕組みをつくるため、
事務区やボランティア団体と公園管理協定を締結する」としている。
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５）上尾市

※上尾市緑の基本計画より



カテゴリー 計画※ 記載内容

（１）生物
種の保全に
係る記述

①2020さいたま希望のま
ちプラン（2014.6）

各区の将来像のうち、「桜区の将来像」の中で、地域資源として「荒川河川敷」を挙げ、「国指定特別天然記念物の田島ケ原サク
ラソウ自生地、ハンノキ林等の樹林地など良好な自然環境があり、さらに水田や畑などの豊かな田園環境も残されている。また、
大久保古墳群や神社仏閣、田島の獅子舞や宿・神田の祭りばやしなどの歴史的・文化的な資源も豊富である。今後、ゆとりや潤い
ある生活を送るためには、このような地域の資源を積極的に活用していくことが必要である」としている。

②さいたま市環境基本計画
（改訂版）（2013.3）

基本目標「自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします」の施策の１つに市民参加型の生物多様性モニタリングなど、
継続性のある生きもの調査の仕組み構築に向けた検討を行う。また、地域の生物多様性の状況を広報するため、各主体との連携・
協働によるさまざまな情報の収集・整備・発信を推進するとしている。

②さいたま市環境基本計画
（改訂版）（2013.3）

基本目標「自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします」の施策の１つに「アライグマ、カミツキガメなど特定外来生
物に指定されている種だけでなく、生態系や生活に大きな影響を与える種又はその生息域について、適切な対応を行う。今以上に
外来種問題が深刻化するのを防ぐために、ペット飼育マナーの向上を含め、問題の理解と対策に関する普及・啓発活動を積極的に
行う」としている。

⑩農・自然・歴史とふれあ
う憩いのふるさと”みぬ
ま”-さいたま市見沼田圃
基本計画-（2011.1）

「見沼田圃づくりの基本方針」として、「斜面林や見沼代用水など貴重な緑地・水辺環境の保全・整備」を掲げ、「生物多様性の
維持・増大に向け、多様な野生生物の生息・生育空間である樹林地、農地、水辺空間等を保全し、生態系ネットワークの形成を図
る。まとまった生息・育成の場が少ない場所では、公共施設の緑化や河川敷等の湿地や自然植生の復元、公園・緑地等の整備と合
わせたビオトープの創出等により、新たな生息・生育空間を創出していく」としている。

（２）河
川・湖沼・

湿地の
保全に係る

記述

①2020さいたま希望のま
ちプラン（2014.6）

分野別計画として、「環境・アメニティの分野」では、人と自然が共生する緑豊かな美しい都市の創造のために「見沼田圃の特性
を生かし、土地利用、自然環境、農、歴史・文化、観光・交流、教育・市民活動等に関する様々な取組を総合的に推進するなど、
誰もが憩うことのできる心のふるさととして、魅力ある見沼田圃の再生・活性化を図るとともに、かけがえのない環境資産として
守り育てる」としている。

③さいたま市緑の基本計画
改訂版（2007.3）

基本方針に「地球環境や首都圏の環境を支える緑を守り育てます」を掲げ、緑のシンボルづくりとして「荒川シンボル軸づくり」
を挙げている。荒川河川敷には、河畔林や湿地、農地などが広がっており、希少種の生息がみられるなど、生態系の維持に大きく
役立っており、今後も優れた自然環境を形成している緑や周辺の良好な農地の保全とともに、自然環境を体験する場としての活用
に努める」としている。

⑦「訪れたくなるまち・招
きたくなるまち」さいたま
市観光振興ビジョン
(2014.3)

観光振興に向けた施策の１つとして、「見沼の自然を生かした魅力づくり」を掲げ、「自然環境の保全に配慮しながら、見沼田圃
や見沼の伝説、見沼干拓の歴史など、多分野にわたる魅力を有する、さいたま市を象徴する資源である「見沼」の観光資源として
の価値を高める」としている。

⑨さいたま市田園環境整備
マスタープラン（改訂版）
（2013.12）

田園環境整備の基本理念として、「豊かな里の自然を基盤として、「都市との交流・自然との共生」の中で、「活気あふれる農
地・自然環境を育む新たな『交流・共生型田園環境』の創造」とし、都市の安全で快適な環境を支えるベルト状田園構造の保全の
実現」のため整備基本方針として、「さいたま市において、荒川、綾瀬川、元荒川沿い及び見沼田圃周辺の田園環境は、市内に残
る貴重な緑地空間でもあり、多くの生き物の生息を支えるほか、市街地の広がりを適度に分節し、都市気象の緩和や防災性の向上
など多面的かつかけがいのない恩恵を都市にもたらしている。これら地域環境の基盤ともいえるベルト状の田園構造を極力保全す
るとともに、農業生産やレクリエーションの場として効果的に活用し、さいたま市の健全な環境の維持に役立てていくこととす
る」を挙げている。

⑨さいたま市田園環境整備
マスタープラン（改訂版）
（2013.12）

さいたま市の農地・集落の良好な田園環境を維持・保全し、都市環境の向上に役立てるために「荒川沿い地区の環境目標」として
「荒川沿いの自然を背景に、豊かな生態系が息づく、多面的田園環境の創造」を掲げ、荒川の自然と一体化した様々な生き物が息
づく多自然型の田園地区を築き、関東の豊かな生態系を支える基幹的なベルト状自然環境軸の形成を目指す」としている。
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６）さいたま市



カテゴリー 計画※ 記載内容

（３）森林
（里山）の

保全
に係る記述

①2020さいたま希望のま
ちプラン（2014.6）

分野別計画として、「環境・アメニティの分野」では、人と自然が共生する緑豊かな美しい都市の創造のために「市民・事業者
等との連携・協力による情報提供や意識啓発、近郊緑地保全区域や特別緑地保全地区の指定などを通じ、身近な緑地や里やま等
の自然環境及び生物多様性の保全・再生に取り組む」としている。

②さいたま市環境基本計画
（改訂版）（2013.3）

基本目標「自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします」の施策の１つに「里やまの保全・活用・再生」を挙げ、良
好な自然環境である樹林地や緑地等の里やまを特別緑地保全地区の指定や条例による民有地の緑地協定、民間緑地の公有地化な
どにより適切な保全に努める。里やま等に生息する多様な生きものの実態を把握し、適切な保護、育成を行っていくために、市
民の参加を求め絶滅危惧種をはじめとする希少種や天然記念物等に指定されている貴重な動植物はもとより在来種等の自然環境
調査を実施し、里やまの保全と再生を推進するとしている。

③さいたま市緑の基本計画
改訂版（2007.3）

基本方針に「さいたま市らしい身近な緑を守り、つくり、育てます」を掲げ、「樹木・樹林地の保全・活用・再生」のために
「市街地に点在するシンボルとなる樹木や雑木林・屋敷林などの樹林地は、さいたま市らしさを感じさせ、暮らしにうるおいを
与える緑であるとともに、生き物の生息地などとして重要な役割を果たしている。」また、「一般住宅などの庭には、風格を感
じさせるものや良好な景観を形成しているものも多くあり、地域の重要な緑の資産となっている。このような雑木林・屋敷林や
庭は、土地所有者の協力をいただきながら、保全・活用、そして再生に努める」としている。

（４）農地
の保全

に係る記述

②さいたま市環境基本計画
（改訂版）（2013.3）

基本目標「自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします」の施策の１つに「農地の保全・活用」を挙げ、「さいたま
市農業振興ビジョン」において、「優良農地の保全や確保、有効利用を図るため、遊休農地の発生防止・解消に向けた取組や、
都市農業に適した地産地消の総合施策を検討し、市内農産物の消費拡大と安全・安心な農産物の供給や特別栽培農産物、環境に
やさしいエコファーマーへの取組を支援していく。田園環境や資源の特性を生かし、「さいたま市田園環境整備マスタープラ
ン」に基づく農業農村整備事業と連携しながら、環境共生や循環型社会形成の先行的モデルになるような里づくりを考えた農住
環境、生産環境、自然環境が共存する環境整備を行う」としている。

③さいたま市緑の基本計画
改訂版（2007.3）

基本方針に「さいたま市らしい身近な緑を守り、つくり、育てます」を掲げ、「農地の保全・活用」として、「市街地に点在し
ている農地は、都市農業の拠点となるとともに、身近な緑として都市環境の保全や生き物の生息地、防災上の観点からも役立っ
ているため、重要な緑として保全・活用に努める」としている。

⑤百万人の農 さいたま市
農業振興ビジョン改訂版
（都市農業基本方針）
（2014.3）

基本方針として、「多面的機能を活かした「農地」の保全を進めます」と掲げ、さいたま市の農業と景観を、地域資源として継
承していくために、多面的機能を活かした「農地」の保全を進めるとしている。農環境の保全と改善、遊休農地の解消と活用、
農地流動化対策の推進などにより、農地の保全と農業の維持に努めるとしている。

⑥さいたま市農業振興地域
整備計画書（2009.9）

土地利用の目標の１つとして、「さいたま市田園空間の創造」を掲げ、農業振興地域の秩序ある土地利用計画を基に、保全すべ
き農地を明確にし、今後とも適切な維持管理を通じて、良好な田園空間の創造を図るとしている。

⑧さいたま市都市計画マス
タープラン（2014.4）

「将来の都市構造の主要エリアのまちづくり方針」のうち、荒川河川敷地域に関して「荒川の広大な自然環境を保全するととも
に、多様なニーズに対応したスポーツ・レクリエーション機能を強化し、市民が自然と親しみながらスポーツを楽しまる田園交
流拠点を形成する」としている。

（５）生涯
学習のうち
環境保全に
係る記述

①2020さいたま希望のま
ちプラン（2014.6）

分野別計画として、「教育・文化・スポールの分野」では、市民のだれもが生涯を通じ、それぞれの関心に応じて学びながら成
長できるよう、生涯学習の環境整備を進める」としている。

②さいたま市環境基本計画
（改訂版）（2013.3）

基本目標「だれもが環境の保全と創造に関心を持ち、意欲的に取り組むまちをめざします」の施策の１つに「環境教育の推進」
を掲げ、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等、年齢に応じた環境教育の充実に努めるとともに、地域
のさまざまな環境教育資源を活用し、いつでも、どこでも、だれでもが取り組める多様な環境教育・学習の機会の提供、環境教
育を推進するための人材の育成など環境教育を推進するとしている。

エコロジカルネットワークについて ～沿川自治体の計画～
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６）さいたま市
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６）さいたま市
カテゴリー 計画※ 記載内容

（６）学校
教育のうち
環境保全に
係る記述

①2020さいたま希望のま
ちプラン（2014.6）

分野別計画として、「環境・アメニティの分野」では、環境の保全と創造に向けた環境教育や活動の推進をし、「環境への関
心や学習意欲を高めるため、学校における環境教育の充実を図るとともに、環境関連の情報を積極的に発信し、子どもから高
齢者まで、誰もが情報収集や学習をすることができる機会や場所の創出に取り組む」としている。

②さいたま市環境基本計画
（改訂版）（2013.3）

基本目標「だれもが環境の保全と創造に関心を持ち、意欲的に取り組むまちをめざします」の施策の１つに「環境教育の推
進」を掲げ、「保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等、年齢に応じた環境教育の充実に努める」とと
もに、「地域のさまざまな環境教育資源を活用し、いつでも、どこでも、だれでもが取り組める多様な環境教育・学習の機会
の提供、環境教育を推進するための人材の育成など環境教育を推進する」としている。

②さいたま市環境基本計画
（改訂版）（2013.3）

基本目標「自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします」の施策の１つに生物多様性の理解のため、学校教育や社
会教育における生物多様性に関する教育の推進、専門的な知識・経験を有する人材の育成、広報活動の充実、自然とのふれあ
いの場や機会の創出に努めるとしている。

（７）まち
づくりのう

ち
環境保全に
係る記述

②さいたま市環境基本計画
（改訂版）（2013.3）

基本目標「自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします」の施策の１つに「魅力ある緑のまちづくりの推進」を挙
げ、「計画的な都市公園等の整備による緑地の確保、街路樹の整備、公共施設の敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化などにより
緑の保全と創出に努めるとともに、市民参加による公園等の維持、管理を推進する」としている。

⑧さいたま市都市計画マス
タープラン（2014.4）

基本方針「水とみどりの方針」として、「市街地が河川と緑地に挟まれた都市構造を維持する」ため、「市街地外周の大規模
な水とみどりの維持・保全に努めるとともに、身近な公園の整備や公共施設の緑化等を通じて、東西方向の強化する緑の帯の
形成などに取り組み、本市全域にわたる水とみどりのネットワークの形成を目指す」としている。

（８）産業
（工・商）

のうち
環境保全に
係る記述

①2020さいたま希望のま
ちプラン（2014.6）

基本目標「だれもが環境の保全と創造に関心を持ち、意欲的に取り組むまちをめざします」の施策の１つに「環境保全活動の
促進」掲げ、「CSR（企業の社会的責任）の一環として市内の事業者による環境保全活動などへの積極的な参画を促すため、
さいたま商工会議所や財団法人さいたま市産業創造財団等と連携を図りながら、先行事例の紹介やセミナーの開催などを実施
する」としている。

（９）地域
連携のうち
環境保全に
係る記述

①2020さいたま希望のま
ちプラン（2014.6）

分野別計画として、「環境・アメニティの分野」では、環境の保全と創造に向けた環境教育や活動の推進をし、「環境に関す
る情報の共有や対話など環境コミュニケーションを通じ、市民や事業者と連携・協力して環境の保全に取り組む」としている。

①2020さいたま希望のま
ちプラン（2014.6）

基本目標「だれもが環境の保全と創造に関心を持ち、意欲的に取り組むまちをめざします」の施策の１つに「環境保全活動の
促進」掲げ、「環境の保全と創造に共通認識を持ち、積極的な参加を促進するため、市民、事業者、学校、市などすべての主
体が連携・協働して情報の提供、参加の場づくりなどを行うことによりネットワークづくりを推進する」としている。

②さいたま市環境基本計画
（改訂版）（2013.3）

基本目標「自然と共生し、歩いて楽しい緑豊かなまちをめざします」の施策の１つに「魅力ある緑のまちづくりの推進」を掲
げ、「市民、事業者等の自主的な緑化活動を促進するなどにより、見沼田圃を中心とした緑や、学校ビオトープ、都市公園な
どのまとまった緑の「点」を、街路樹、生け垣、河川や水路等を利用した緑道、生きものが行き来できる回廊などの「線」で
結び、これを地域「面」に広げる緑のネットワーク化を図り、緑の保全や生物の生息空間の確保に努める」としている。

③さいたま市緑の基本計画
改訂版（2007.3）

基本方針に「緑のさいたま市民によるパートナーシップを築きます」を掲げ、「愛着の持てる樹林地・農地づくり」を掲げ、
「樹林地や農地を自分たちの庭のように愛着を持って育てていくために、市民やボランティアなどがかかわることができる仕
組みづくりに努める」としている。
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６）さいたま市

※さいたま市緑の基本計画 改訂版より
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７）川越市

カテゴリー 計画※ 記載内容

（１）生物種
の保全に
係る記述

①第四次川越市総合計
画（2016.3）

分野別計画のうち「環境」についての取り組み施策として「生物多様性の保全」を挙げ、「市内に生息する野生生物の分布等を
調査し、生物多様性の保全に努めるとしている。また、鳥獣の保護管理や特定外来生物のほう助に努める」としている。

②第三次川越市環境基
本計画及び川越市緑の
基本計画（平成28年
3月改定版）
（2016.3）

環境目標として、「自然を大切にし、ともに生き、次の世代に引き継ぎます」を掲げ、「生物多様性の保全」のため、「身近な
生き物の生息・生育空間である樹林地、水辺、河川等の良好な自然環境を積極的に保全するとともに、地域の特性に応じた生
息・生育空間の創出を推進します。また、外来種による生態系等に関わる被害の防止に取り組む」としている。

（２）河川・
湖沼・湿地の
保全に係る記

述

①第四次川越市総合計
画（2016.3）

分野別施策「都市基盤・生活基盤」の取り組み施策として、「大規模な公園の整備」を挙げ、「荒川、入間川等の広大な河川空
間を活用した自然とのふれあいの場、スポーツ・レクリエーション活動の場となる公園等の整備を検討する」としている。また、
「河川環境の整備」として、「入間川堤防の桜づつみについては、適切な管理と良好な水辺空間の整備に努める」としている。

②第三次川越市環境基
本計画及び川越市緑の
基本計画（平成28年
3月改定版）
（2016.3）

環境目標として、「自然を大切にし、ともに生き、次の世代に引き継ぎます」を掲げ、「貴重種保全」のため、「貴重な緑の保
全のため、自然豊かな入間川や新河岸川の周辺、武蔵野の面影を残す雑木林等、伊佐沼周辺等を緑・アメニティ拠点と位置付け、
潤いのある市民生活を支える拠点として活用するため、保全・整備を図る」としている。

⑤第二次川越市観光振
興計画（2016.3）

観光施策として、「入間川周辺の環境整備と富士山を望む景観の保全」を挙げ、ＨＰ等で「富士見100 景」選定ポイントやサイ
クリングロードについて周知・ＰＲを継続して実施するとしている。

⑦川越市都市計画マス
タープラン
（2009.7）

「水と緑のまちづくりの整備方針」として、「豊かな自然環境の保全と良好な都市環境の形成」のため、「地域特性を生かした
水と緑の自然環境の保全と活用」として「生態系への配慮やビオトープネットワークの形成（郊外と市街地を結ぶ新河岸川や九
十川、不老川、小畔川などの河川や、今福の連続的な緑、大袋新田、砂新田等に点在する緑を生き物の移動・休息空間として保
全）」をするとしている。

⑦川越市都市計画マス
タープラン
（2009.7）

「景観まちづくりの方針」として、うるおいのある自然的景観の形成のため、荒川・入間川の大きな河川は、川越の景観的特質
の一つとなっており、市の北部から東部を大きく縁取る自然性の高い。これら河川のうるおいある景観及び河川沿いの自然環境
の保全・育成するとしている。

（３）森林
（里山）の保

全
に係る記述

①第四次川越市総合計
画（2016.3）

環境に対する取組施策のうち、樹林地の保全と活用のため、「保存樹林や市民の森としての指定や「都市緑地法」等による区域
指定を行うことにより、樹林地の保全について強化を図る。また市民等が樹林地を主体的に管理するしくみづくりを進める」と
している。

②第三次川越市環境基
本計画及び川越市緑の
基本計画（平成28年
3月改定版）
（2016.3）

環境目標として、「自然を大切にし、ともに生き、次の世代に引き継ぎます」を掲げ、「武蔵野の面影を残す緑の保全」のため、
「緑を保全する地区の指定や緑の基金による保全、保存樹林・保存樹木の指定等を行い、保全を図る」としている。

⑦川越市都市計画マス
タープラン（2009.7）

「景観まちづくりの方針」として、「武蔵野の面影を大切にする里山景観の保全」のため、「緑とゆとりのある集落地や原風景
となる田園・樹林地景観の保全を進めていく」としてる。



カテゴリー 計画※ 記載内容

（４）農地の
保全

に係る記述

①第四次川越市総合計
画（2016.3）

分野別施策「産業・観光」として、「農地の有効活用」を挙げ、「農地の有効活用のため、農地の保全に努め、効率的な土地利
用を促進し、さまざまな取り組みを通じて、遊休農地の解消に努める」としている。

②第三次川越市環境基
本計画及び川越市緑の
基本計画（平成28年
3月改定版）
（2016.3）

環境目標として、「自然を大切にし、ともに生き、次の世代に引き継ぎます」を掲げ、貴重な緑の保全（水辺と農地の保全）の
ため、生産緑地地区については、都市における良好な生活環境を確保するための農地として保全に努めることと、休耕農地での
一時的な草花の栽培への支援について検討するとしている。

③川越市農業振興計画
後期改訂版
（2014.3）

「農用地区域の保全」のため、「農業基盤及び生活環境の整備」として、「農地や農業用水等の保全に対する国等の支援策を活
用し、農地や農村等の環境保全に資する取り組みを促進する」としている。

④川越農業振興地域整
備計画（2009.3）

川越市の農業振興の基本構想の１つに「農地保全」を掲げ、土地利用の適正な誘導により、優良農地を保全することや域内流通
の活性化、「川越ブランド」の振興等を通じた生産量の拡大により、農地を保全するとしている。

（５）生涯学
習のうち

環境保全に係
る記述

①第四次川越市総合計
画（2016.3）

分野別計画のうち「環境」についての取り組み施策として、「環境教育・環境学習の推進」を挙げ、「市民、民間団体、事業者
の各主体と連携や協働を図りながら、環境教育・環境学習を進めるとしている。また、幼児期からの環境教育・環境学習を推進
する」としている。

（６）学校教
育のうち

環境保全に係
る記述

①第四次川越市総合計
画（2016.3）

分野別計画のうち「環境」についての取り組み施策として、「環境教育・環境学習の推進」を挙げ、「市民、民間団体、事業者
の各主体と連携や協働を図りながら、環境教育・環境学習を進めるとしている。また、幼児期からの環境教育・環境学習を推進
する」としている。

②第三次川越市環境基
本計画及び川越市緑の
基本計画（平成28年
3月改定版）
（2016.3）

環境目標として、「自然を大切にし、ともに生き、次の世代に引き継ぎます」を掲げ、「生物多様性に関する調査、普及・啓
発」として、「生物多様性に関する環境教育・環境学習の充実のため、生物多様性に関する講座を開催し、多くの人が自然とふ
れあい、自然の豊かさを実感できるような機会を提供する」としている。

（７）まちづ
くりのうち

環境保全に係
る記述

⑦川越市都市計画マス
タープラン
（2009.7）

「水と緑のまちづくりの整備方針」として、「憩いとうるおいのある市街地環境の形成」のため、「歴史的環境（川越を代表す
る喜多院、本丸御殿等の歴史的文化的遺産）を形成する水と緑の保全・活用を行う」としている。

（８）産業
（工・商）の

うち
環境保全に係

る記述

②第三次川越市環境基
本計画及び川越市緑の
基本計画（平成28年
3月改定版）
（2016.3）

環境目標として、「自然を大切にし、ともに生き、次の世代に引き継ぎます」を掲げ、「協同で行う生物多様性の保全に関する
取り組み」として、「生物多様性の保全のため、民間団体等と連携し、里地里山的環境の保全やエコツーリズム的要素を取り入
れた事業を推進する」としている。

（９）地域連
携のうち

環境保全に係
る記述

①第四次川越市総合計
画（2016.3）

分野別計画のうち「環境」についての取り組み施策として、「環境活動団体等への支援」を挙げ、「かわごえ環境ネットとの
パートナーシップの強化に努め、地域全体の環境保全活動を推進する」としている。
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７）川越市
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７）川越市

※第三次川越市環境基本計画及び川越市緑の基本計画より
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８）北本市
カテゴリー 計画※ 記載内容

（１）生物種の
保全に

係る記述

②第二次北本市環境基
本計画(2017.3)

長期的な目標の1つに「自然に学び、恵みを楽しみ・いかすまち」を掲げており、プロジェクトとして、「雑木林・緑いきいき
プロジェクト」を挙げている。具体的には、「多様な生きものとふれあえ、恵み豊かな雑木林などの自然に学び、暮らしの中で
楽しめる取り組みを進めます。」としている。

③北本市緑の基本計画
(改訂)(2015.12)

施策の方向の1つに「生物多様性の保全」を挙げており、「生物多様性に配慮した保全や緑化を推進する」としている。

⑦石戸蒲ザクラ保護及
び周辺整備基本計画
(2013.3)

国指定天然記念物「石戸蒲ザクラ(イシトカバザクラ)」を保護し、北本の魅力発信の核とするために、「保護と活用に向けて基
礎調査を実施、保護及び周辺整備計画を策定する」としている。

（２）河川・湖
沼・湿地の

保全に係る記述

①第四次北本市総合振
興計画(2012.3)

計画の第3章第3節「資源循環型の環境にやさしいまちづくり」の主要施策に「環境にやさしいまちづくり」を挙げており、「高
尾宮岡の景観地をはじめ、雑木林、荒川沿い等の自然環境の保全と自然に親しめるまちづくりを推進する」としている。
また、同第4節「公園・緑地の整備」においては、水辺の有効活用として「荒川の旧河川の保全整備と湧水の保全に努める」と
している。

②第二次北本市環境基
本計画(2017.3)

長期的な目標の1つに「自然に学び、恵みを楽しみ・いかすまち」を掲げており、プロジェクトとして、「雑木林・緑いきいき
プロジェクト」を挙げている。具体的には、「「市民と一緒に、雑木林や農地・水辺の自然の恵みを守り・育み、将来世代に継
承していきます。」としている。

③北本市緑の基本計画
(改訂)(2015.12)

施策の方向の1つに「水辺環境の保全」を挙げており、「荒川の広域的な保全や湧水の保全を推進する」としている。

⑧北本市都市計画マス
タープラン
（2009.3）

全体構想「土地利用方針」において、「上尾道路より西側の荒川沿いの自然環境地域については、豊かな自然環境の保全を基本
とする。ただし、荒川や北本自然観察公園、まほろばの郷などの公園緑地は北本市を特徴づける地域の１つであり、保全を基本
としつつ、この環境を活用できるように、アクセス道路の改善や自然とのふれあいの機能を十分にはかっていく」としている。

（３）森林（里
山）の保全
に係る記述

①第四次北本市総合振
興計画(2012.3)

計画の第3章第3節「資源循環型の環境にやさしいまちづくり」の主要施策に「環境にやさしいまちづくり」を挙げており、「高
尾宮岡の景観地をはじめ、雑木林、荒川沿い等の自然環境の保全と自然に親しめるまちづくりを推進する」としている。

②第二次北本市環境基
本計画(2017.3)

長期的な目標の1つに「自然に学び、恵みを楽しみ・いかすまち」を掲げており、プロジェクトとして、「雑木林・緑いきいき
プロジェクト」を挙げている。具体的には、「多様な生きものとふれあえ、恵み豊かな雑木林などの自然に学び、暮らしの中で
楽しめる取り組みを進めます。」「市民と一緒に、雑木林や農地・水辺の自然の恵みを守り・育み、将来世代に継承していきま
す。」「住宅や市街地、沿道の花や緑を育て、雑木林などの自然や緑をつなぎ、花や緑・自然を楽しんで散策できる快適なまち
づくりを進めます。」としている。

（４）農地の保
全

に係る記述

②第二次北本市環境基
本計画(2017.3)

長期的な目標の1つに「自然に学び、恵みを楽しみ・いかすまち」を掲げており、プロジェクトとして、「雑木林・緑いきいき
プロジェクト」を挙げている。具体的には、「市民と一緒に、雑木林や農地・水辺の自然の恵みを守り・育み、将来世代に継承
していきます。」としている。

③北本市緑の基本計画
(改訂)(2015.12)

施策の方向の1つに「農地の保全」を挙げており、「生産緑地や農地を有効活用していく、としている。

⑤北本市農業の有する
多面的機能の発揮の促
進に関する計画

本地域は、首都近郊に位置し他産業への就労機会も多いため、恒常的勤務による１ha未満の兼業農家が多く、また、農業者の高
齢化により農業生産基盤の維持が難しくなってきている。よって、これを補正する取組を行うことが必要である。これらの現況
を踏まえ、多面的機能発揮の促進を図ることとしている。
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８）北本市
カテゴリー 計画※ 記載内容

（５）生涯学習
のうち

環境保全に係る
記述

①第四次北本市総合振
興計画(2012.3)

計画の第1章第1節「生涯学習の推進」の基本方針のなかで、「だれもが生きがいを持ち、働くことに意味を見出して充実した人
生を送ることを支援するために、趣味的な学習にとどまらずに、環境、福祉、地域、職業等、現代的課題の学習、キャリア学習
を体系的・総合的に行えるような学習プログラム等の整備に努める」としている。

②第二次北本市環境基
本計画(2017.3)

長期的な目標の1つに「一人ひとりが輝く、環境の環をつくり広げるまち」を掲げており、プロジェクトとして、「きたもと環
境の環プロジェクト」を挙げている。具体的には、「環境教育・環境学習など、市民一人ひとりが環境について学び・考える機
会が充実しているまちづくりを進めます。」「環境について考え・行動する市民を支える人づくりや活動機会の充実としくみづ
くりを進めます。」「環境づくりを進める市民の環（わ）「（仮称）きたもと環境ネット」の設置と活動への支援を進めていき
ます。」としている。

（６）学校教育
のうち

環境保全に係る
記述

①第四次北本市総合振
興計画(2012.3)

計画の第1章第2節「学校教育の充実」の主要施策に「環境教育の推進」を挙げており、「環境への理解を深め、よりよい環境の
創造のために主体的に行動する力を育み、本市の特色を活かした環境教育を推進する」としている。

②第二次北本市環境基
本計画(2017.3)

長期的な目標の1つに「一人ひとりが輝く、環境の環をつくり広げるまち」を掲げており、プロジェクトとして、「きたもと環
境の環プロジェクト」を挙げている。具体的には、「環境教育・環境学習など、市民一人ひとりが環境について学び・考える機
会が充実しているまちづくりを進めます。」としている。

（７）まちづく
りのうち

環境保全に係る
記述

①第四次北本市総合振
興計画(2012.3)

計画の第3章第1節「バランスある土地利用の推進」の主要施策に「緑地の保全」を挙げており、「優良農地を保全するとともに、
自然とのふれあいの場の整備を図る」としている。また、「市民にうるおいとやすらぎを与える空間として、緑地の保全・活用
に努める」としている。
また、同第4節「公園・緑地の整備」においては、主要施策「緑地の保全」のなかで、緑地や雑木林等の保全を推進する等の計
画が挙げられている。

②第二次北本市環境基
本計画(2017.3)

長期的な目標の1つに「自然に学び、恵みを楽しみ・いかすまち」を掲げており、プロジェクトとして、「雑木林・緑いきいき
プロジェクト」を挙げている。具体的には、「住宅や市街地、沿道の花や緑を育て、雑木林などの自然や緑をつなぎ、花や緑・
自然を楽しんで散策できる快適なまちづくりを進めます。」としている。

③北本市緑の基本計画
(改訂)(2015.12)

施策の方向の1つに「公園緑地の保全」を挙げており、「公園緑地や民有緑地等の保全管理を推進していく」としている。

（８）産業
（工・商）のう

ち
環境保全に係る

記述

③北本市緑の基本計画
(改訂)(2015.12)

施策の方向の1つに「民有地における緑をひろげていく」と挙げており、「工業地や商業地の緑化を推進していく」としている。

（９）地域連携
のうち

環境保全に係る
記述

①第四次北本市総合振
興計画(2012.3)

計画の第3章第4節「公園・緑地の整備」において、主要施策「緑地の保全」のなかで、「市民による公園・緑地やトラスト保全
地の愛護活動やボランティア団体を育成するとともに、市民団体の緑化・緑地活動を支援する」としている。

②第二次北本市環境基
本計画(2017.3)

長期的な目標の1つに「一人ひとりが輝く、環境の環をつくり広げるまち」を掲げており、プロジェクトとして、「きたもと環
境の環プロジェクト」を挙げている。具体的には、「環境教育・環境学習など、市民一人ひとりが環境について学び・考える機
会が充実しているまちづくりを進めます。」「環境について考え・行動する市民を支える人づくりや活動機会の充実としくみづ
くりを進めます。」「環境づくりを進める市民の環（わ）「（仮称）きたもと環境ネット」の設置と活動への支援を進めていき
ます。」としている。

③北本市緑の基本計画
(改訂)(2015.12)

施策の方向の1つに「知識の醸成やリーダー育成を進め、市民が参画できるしくみをつくる」と挙げており、「雑木林育成事業
のへの市民参画等、緑化事業を推進する」としている。
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８）北本市

※北本市緑の基本計画(改訂)より
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９）吉見町

カテゴリー 計画※ 記載内容

（１）生物種の保
全

に係る記述

②吉見町環境基本
計画(2011.4)

環境目標に「町全体で環境にやさしい行動をするまち」を挙げており、重点施策「トキ・コウノトリの野生復帰に向けた取り組
みの推進」のなかで、「トキやコウノトリが生息できるような環境を目指し、河川や樹林地の保全など必要な整備を推進する」
としている。

（２）河川・湖
沼・湿地の

保全に係る記述

②吉見町環境基本
計画(2011.4)

環境目標に「貴重な水資源を守り水辺に親しめるまち」を挙げており、重点施策「河川緑地など、自然に配慮した整備の推進」
のなかで、「私たちは失われつつある水辺環境を守り、水辺の生態系を大切にしていかなければならない。そのために町は河川
と水辺空間の一体的な保全を図り、河川敷を活用した親水性の高い人が水辺にふれあえる場や、水辺のビオトープの創出も検討
する」等としている。

（３）森林（里
山）の保全
に係る記述

②吉見町環境基本
計画(2011.4)

環境目標に「豊かなみどりと景観を守り育てるまち」を挙げており、重点施策「公園緑地の整備推進」のなかで、「町内にある
里山を保全し、身近でみどりとふれあえる場や、湖沼や田園の景観を楽しみながら散策できるよう既存の山林を活用した整備を
図る」等としている。

（４）農地の保全
に係る記述

③多面的機能発揮
促進事業に関する
計画(2015.9)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定している(山
ノ下地域他、H27～H31年度)。

（５）生涯学習の
うち

環境保全に係る記
述

②吉見町環境基本
計画(2011.4)

環境目標に「子どもから大人まで環境を大切にする心を育てるまち」を挙げており、基本施策「環境教育・学習の推進」のなか
で、「環境学習の機会や場を提供する」等としている。

（６）学校教育の
うち

環境保全に係る記
述

②吉見町環境基本
計画(2011.4)

環境目標に「子どもから大人まで環境を大切にする心を育てるまち」を挙げており、基本施策「環境教育・学習の推進」のなか
で、「学校の授業にも環境教育を取り入れる」および「小・中学生向けの体験学習・見学を実施する」等としている。

（７）まちづくり
のうち

環境保全に係る記
述

①第五次吉見町総
合振興計画
(2016.3)

施策の1つに「緑と水辺の整備」を掲げており、主な取組内容として「八丁湖公園等の維持管理の充実」および「水辺空間の共
同活動による保全」等を挙げている。

②吉見町環境基本
計画(2011.4)

環境目標に「豊かなみどりと景観を守り育てるまち」を挙げており、重点施策「環境負荷の少ない公共工事の推進」のなかで、
「町は公共工事の計画・設計・施工・維持管理を通じて、自ら環境や生態系への負荷低減や景観の保持に努めるとともに、工事
を担当する業者に適切な指導を行い、より自然環境へ与える影響の少ない公共工事の推進に努める」としている。

（８）産業（工・
商）のうち

環境保全に係る記
述

- -

（９）地域連携の
うち

環境保全に係る記
述

②吉見町環境基本
計画(2011.4)

環境目標に「町全体で環境にやさしい行動をするまち」を挙げており、重点施策「町民・事業者と一体となった環境保全活動の
推進」のなかで、「環境保全に取り組んでいる団体と連携し、町全体において環境に関する行動が実施できるよう支援を行う」
等としている。
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１０）鴻巣市

カテゴリー 計画※ 記載内容

（１）生物種の保
全に

係る記述

①第5次鴻巣市総
合振興計画
（2012.3）

ゾーン別土地利用構想において、公園・緑地ゾーンでは、「水辺環境の美化を進め、市民が水と親しむことができる憩いの水辺
空間や水生動植物の生息条件を確保し、美しくうるおいのある緑地形成を図る」としている。

②鴻巣市環境基本
計画（2013.3）

基本方針「荒川等の河川を中心とした自然の保全・再生」における取組の柱として、「動植物生育環境の保全」を挙げており、
「市街地の拡大や農地、屋敷林の減少などにより減少している野生動植物の生息・生育環境を保全・創出し、コウノトリをはじ
めとした多様な生物が生息できる場の確保に取り組む」こととしている。さらに、「外来生物の侵入による生態系への影響を防
ぐため、県と連携してアライグマなどの特定外来生物の防除に取り組んでいく」、としている。

③鴻巣市緑の基本
計画（2014.3改
訂）

「特色ある植物群落」として、荒川の糠田橋上流側のハンノキ林を挙げており、「埼玉県の蝶であるミドリシジミの食樹などと
して貴重であり保全していくことが大切である」としている。

⑨鴻巣市コウノト
リの里づくり基本
計画（2015.3）

基本方針の1つに「自然と共生する環境づくり」を掲げ、「コウノトリをシンボルに、生物多様性が確保される環境づくりを進
める」こととしている。

⑩鴻巣市まち・ひ
と・しごと創生総
合戦略
（2016.3）

基本目標の1つに「多様なひとが住みたいと思えるまちづくり」を掲げており、実現への取組の方向性として「生物多様性の維
持保全」を挙げている。具体的な取組概要として、「人にも生きものにもやさしいコウノトリの里 こうのす」の実現に向け、
「コウノトリの飼育・放鳥に向けた研究」や「ワンド・ビオトープ」といった豊かな水辺環境の整備を関係団体と連携し実現化
する、としている。

（２）河川・湖
沼・湿地の

保全に係る記述

①第5次鴻巣市総
合振興計画
（2012.3）

ゾーン別土地利用構想において、公園・緑地ゾーンでは、「水辺環境の美化を進め、市民が水と親しむことができる憩いの水辺
空間や水生動植物の生息条件を確保し、美しくうるおいのある緑地形成を図る」としている。

②鴻巣市環境基本
計画（2013.3）

基本方針「荒川等の河川を中心とした自然の保全・再生」における取組の柱として、「荒川や元荒川等の自然環境の保全・活用
等」を挙げており、「自然環境を将来にわたって健全に保全し、自然とのふれあいの場として整備・活用していく」、としてい
る。

③鴻巣市緑の基本
計画（2014.3改
訂）

基本方針に「水と緑のネットワークを形成します」と挙げており、「地域の骨格となる水と緑の軸を形成するとともに、それら
と緑の拠点等を連絡し、貴重な生態系の保全に寄与する水と緑のネットワークを形成する」としている。さらに、基本方針「原
風景としての田園・河川敷等の緑を守り・活用します」と挙げており、「豊かな自然環境を特徴付ける田園や河川敷等の環境を、
その特性に応じて守り育て、鴻巣の原風景として、将来に引き継いでいくとともに、暮らしの中に憩いやうるおいを提供する緑
として活用する」としている。

⑧鴻巣市都市計画
マスタープラン
（2014.3）

全体構想「土地利用に係る方針」のうち、「自然・レクリエーションエリアの景観形成」において、荒川沿いに広がる自然豊か
な河川敷は、ハンノキ林や斜面林等の貴重な自然環境が存在するとともに開放感あふれる花と水と緑の景観を形成している。河
川敷では、自然環境や景観と調和した公園や遊歩道・散策道等のレクリエーション機能の充実に努めながら広大な空間の中で
人々がにぎわう景観形成を図るとしている。

⑨鴻巣市コウノト
リの里づくり基本
計画（2015.3）

基本方針の1つに「自然と共生する環境づくり」を掲げ、コウノトリをシンボルに、生物多様性が確保される環境づくりを進め
ることとしている。具体的な施策として、荒川・元荒川等における湿地、河畔林の保全・再生を挙げている。
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１０）鴻巣市

カテゴリー 計画※ 記載内容
（３）森林（里

山）の保全
に係る記述

①第5次鴻巣市総
合振興計画
（2012.3）

ゾーン別土地利用構想において、公園・緑地ゾーンでは、「緑豊かな田園景観や屋敷林､ 荒川沿岸の樹林地などは､ 市民が自然
とふれあえる空間であり､ 公園や緑道などの整備を通じ､ その機能を維持 ･ 保全していく」としている。

（４）農地の保全
に係る記述

①第5次鴻巣市総
合振興計画
（2012.3）

ゾーン別土地利用構想において、農業・集落地ゾーンでは、「農地の持つ多面的で貴重な役割や機能を勘案し、農地の有効的な
活用を推進する」としている。

②鴻巣市環境基本
計画（2013.3）

基本方針「農地の保全・活用」における取組の柱として「農地の多様な機能の保全」を挙げており、「農地は市域の半分を占め
る環境資産であり、水循環に大きな役割を果たす保水機能、コウノトリをはじめとする多様な生物をはぐくむための生物生息機
能、鴻巣を特徴づける田園景観をつくる景観形成機能など多様な機能を保全する」としている。

③鴻巣市緑の基本
計画（2014.3改
訂）

基本方針に「原風景としての田園・河川敷等の緑を守り・活用します」と挙げており、「豊かな自然環境を特徴付ける田園や河
川敷等の環境を、その特性に応じて守り育て、鴻巣の原風景として、将来に引き継いでいくとともに、暮らしの中に憩いやうる
おいを提供する緑として活用する」としている。

⑤鴻巣市農業の有
する多面的機能の
発揮の促進に関す
る計画

計画の目標として、「近年の消費者のニーズの多様化や環境に対する意識の高まりに対応する必要がある。また、地域内では混
住化や高齢化が進行しており、今後も農地を荒廃させずに良好な環境を維持するためには、地域住民による水路・農道等への維
持管理等の共同活動が必要である。これらの現況を踏まえ、多面的機能発揮の促進を図る」こととしている。

⑥農山漁村活性化
プロジェクト支援
交付金に係る活性
化計画
（2015.2）

「農地整備事業を実施し、農業生産基盤の整備を図り、担い手への農地の利用集積を促進、後継者が農業に取り組みやすい環境
を整えることにより、農業振興と定住の促進に資することが期待されるとして、集落戸数（30戸）及び農家個数（6戸）の維
持」を目標としている。

⑧鴻巣市都市計画
マスタープラン
（2014.3）

全体構想「土地利用に係る方針の」のうち、農地に関しては、「優良な農地と健全な調和」を掲げ、「元荒川沿いの農地」、
「足立北部土地改良事業や元荒川上流土地改良事業等の各実施区域の集団農地」、「川里地域や笠原・常光地域の優良農地等」
の優良農地は、今後も保全を図るとしている。

⑨鴻巣市コウノト
リの里づくり基本
計画（2015.3）

基本方針の1つに「自然と共生する環境づくり」を掲げ、「コウノトリをシンボルに、生物多様性が確保される環境づくりを進
めること」としている。具体的な施策として、「環境にやさしい農法の普及・拡大、生きものに配慮した田んぼづくり」等を挙
げている。

（５）生涯学習の
うち

環境保全に係る記
述

②鴻巣市環境基本
計画（2013.3）

基本方針「環境学習の推進」における取組の柱として「地域ぐるみでの環境学習の推進」を挙げており、「地域の人材や地域の
環境(農地、樹林地、河川等)を活用するなど、地域ぐるみで、体験を通した環境教育を推進する」としている。また、「学校や
生涯学習に多様な環境学習プログラムを取り入れ、みんなが環境に関心を持ち、環境保全活動を実践するよう意識を高めてい
く」などとしている。

⑨鴻巣市コウノト
リの里づくり基本
計画（2015.3）

基本方針の1つに「笑顔が輝く担い手づくり」を掲げ、コウノトリをシンボルとしたまちづくりを支える人材を育成することと
している。具体的な施策として、環境教育の推進、学習を活かせる場の創設等を挙げている。
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１０）鴻巣市

カテゴリー 計画※ 記載内容

（６）学校教育の
うち

環境保全に係る記
述

②鴻巣市環境基本
計画（2013.3）

基本方針「環境学習の推進」における取組の柱として「地域ぐるみでの環境学習の推進」を挙げており、「学校や生涯学習に多
様な環境学習プログラムを取り入れ、みんなが環境に関心を持ち、環境保全活動を実践するよう意識を高めていく」などとして
いる。

⑨鴻巣市コウノト
リの里づくり基本
計画（2015.3）

基本方針の1つに「笑顔が輝く担い手づくり」を掲げ、「コウノトリをシンボルとしたまちづくりを支える人材を育成する」こ
ととしている。具体的な施策として、「環境教育の推進、学習を活かせる場の創設」等を挙げている。

（７）まちづくり
のうち

環境保全に係る記
述

①第5次鴻巣市総
合振興計画
（2012.3）

施策の目標に「緑地が保全され、自然とふれあうことができます」を挙げ、3つの基本事業「緑の保全と創出」、「安全で快適
な公園管理の推進」、「市民主体の緑化活動の推進」を進めることとしている。

②鴻巣市環境基本
計画（2013.3）

基本方針「都市緑化の推進」における取組の柱として「身近な緑の保全・創造」を挙げており、「地域の景観や環境向上に寄与
している樹林や樹木、地域の人々に親しまれている樹木などを積極的に保全していく」としている。また、取組の柱「都市の緑
のネットワークの形成」では、「道路の緑化、河川や水路の緑化で線状のネットワークをつくり、さらに民有地の緑化で面的に
ひろげていくことで、生き物の移動空間等としても機能させる」、としている。

⑪鴻巣市「道の
駅」基本構想
（2015.3）

鴻巣市における「道の駅」の必要性の要素の1つとして「自然環境保全・復元拠点機能」を挙げており、「ヒトと自然がふれあ
う自然学習・体験拠点の形成が必要である」としている。

（８）産業（工・
商）のうち

環境保全に係る記
述

①第5次鴻巣市総
合振興計画
（2012.3）

ゾーン別土地利用構想において、工業・流通業地ゾーンでは、「緑化推進など周辺環境への配慮に努める」としている。

（９）地域連携の
うち

環境保全に係る記
述

②鴻巣市環境基本
計画（2013.3）

基本方針「環境情報の提供」における取組の方向性として、「情報収集などへの市民参加の仕組みの検討」や、「環境モニタリ
ングについて市民と一緒に、生活実感に即した環境指標をつくり、みんなで監視していく体制を整える」、などを挙げている。
また、基本方針「推進の体制と仕組みづくり」における取組の方向性として、「交流を密にしながら、市民、事業者、市の協働
での取組を推進する仕組みを確立していく」などとしている。

③鴻巣市緑の基本
計画（2014.3改
訂）

基本方針に「緑のパートナーシップを推進します」と挙げており、「市民や事業者等に働きかけ、緑を守り育てる運動を展開す
る」などとしている。

⑨鴻巣市コウノト
リの里づくり基本
計画（2015.3）

基本方針の1つに「笑顔が輝く担い手づくり」を掲げ、「コウノトリをシンボルとしたまちづくりを支える人材を育成すること
としている。具体的な施策として、市民団体等による取組の推進」等を挙げている。
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１０）鴻巣市

※鴻巣市緑の基本計画より
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１１）埼玉県

カテゴリー 計画※ 記載内容

（１）生物種の保
全

に係る記述

①埼玉県5か年計
画(2012.6)

施策の1つに「生物多様性保全の推進」を挙げており、「自然環境を保全するとともに、野生動植物の保護管理体制の充実や外
来生物の防除などの対策を進める」としている。

②埼玉県環境基本
計画(2012.7)

施策「生物多様性の保全」において、「生物多様性保全の全県展開」や「希少野生動植物保護増殖の推進」、「野生鳥獣の適正
な保護管理」、さらに「侵略的外来生物の計画的防除」を主な取組として挙げている。

③埼玉県広域緑地
計画(2012.7)

基本方針に「緑を守り、つくる(みどりの再生)」を掲げ、緑の持つ「自然環境保全(野生生物の生息拠点の保全)」などの機能が効
果的に発揮されるように配慮していく、としている。また、「過去に損なわれた自然環境を地域との関わりの中で取り戻す取組
を進め、多様な野生生物の生息・生育空間を復元・保全に努める」としている。

（２）河川・湖
沼・湿地の

保全に係る記述

①埼玉県5か年計
画(2012.6)

施策の1つに「川の再生」を挙げており、「一定の広がりのある地域で水辺再生や水質改善に集中的に取り組む。また、県民、
NPO、事業者などが取り組む共助による川の再生活動を支援する」としている。

②埼玉県環境基本
計画(2012.7)

施策「河川等の保全と再生」において、「河川等の水質保全」や「川の再生の推進」を主な取組として挙げている。

③埼玉県広域緑地
計画(2012.7)

基本方針に「緑を守り、つくる(みどりの再生)」を掲げ、緑の持つ「自然環境保全(湿原や池沼、湧水地等の水辺の保全)」などの
機能が効果的に発揮されるように配慮していく、としている。また、河川の自然環境を保全するため、河川沿いに植栽を行うな
どの整備を推進する、としている。

（３）森林（里
山）の保全
に係る記述

①埼玉県5か年計
画(2012.6)

施策の1つに「緑の再生(多様で健全な森林の整備・保全)」を挙げており、「森林の公益的機能を持続的に発揮させるため、間伐
や枝打ちなどの森林整備を進めるとともに、針広混交林化や広葉樹林化を推進する。また、森林ボランティア団体などによる県
民参加の森林づくり等を進める」としている。

②埼玉県環境基本
計画(2012.7)

施策「森林の整備と保全」において、「適正な森林整備と保全の推進」、「県民参加の森林づくりの推進」等を主な取組として
挙げている。

③埼玉県広域緑地
計画(2012.7)

基本方針に「緑を守り、つくる(みどりの再生)」を掲げ、緑の持つ「自然環境保全(里山生態系の保全)などの機能が効果的に発揮
されるように配慮していく」としている。

④埼玉地域森林計
画(2016.3変更)

「多様で健全な森林の整備・保全」において、「森林の有する多面的機能を発揮させるため、間伐などを実施するとともに、広
葉樹の植栽や、都市住民を含めた県民参加による森林づくりなどを進めること」としている。

⑩埼玉農林業・農
山村振興ビジョン

「森林・林業」における取組について、「林業生産性の向上や県産木材の利用拡大に対する取組を支援し、『伐って・使って、
植えて、育てる』森林の循環利用を推進し、林業・木材産業の稼ぐ力・人財力を高める。また、間伐などの森林整備を適切に行
い、水源涵養や二酸化炭素の吸収など森林が持つ多面的機能を持続的に発揮させ、地域力を高める」としている。
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１１）埼玉県
カテゴリー 計画※ 記載内容

（４）農地の保全
に係る記述

①埼玉県5か年計
画(2012.6)

施策の1つに「魅力ある農山村づくりと多面的機能の活用」を挙げており、「農林業や農山村は、県土の保全や水源のかん養、
美しい景観の形成などの多面的機能を有している。こうした機能について、多様な体験交流活動の場づくりなどを通じて広く県
民の理解を促進し、県民生活の中で積極的に活用されるように取り組む」としている。

②埼玉県環境基本
計画(2012.7)

施策「環境に配慮した産業・地域づくり」において、「環境に配慮した農業の振興」等を主な取組として挙げており、「化学肥
料の削減等を図ることにより環境への負荷を軽減する環境保全型農業を推進する」としている。

⑤農業の有する多
面的機能の発揮の
促進に関する基本
方針

農業の有する多面的機能の発揮を促進するため、「市町村の促進計画において区域を設定し、多面的機能発揮促進事業を実施す
る」としている。

⑩埼玉農林業・農
山村振興ビジョン

取組の展開方向の1つとして「環境に配慮した農業の振興」を挙げており、「埼玉県エコ農業推進戦略」に基づき、「有機農業
や特別栽培農産物の取組など環境に配慮した農業を推進する」としている。

（５）生涯学習の
うち

環境保全に係る記
述

②埼玉県環境基本
計画(2012.7)

施策「環境を守り育てる次世代の人材育成」において、「環境学習の機会の拡大」や「自然とのふれあいの推進」を主な取組と
して挙げている。

（６）学校教育の
うち

環境保全に係る記
述

②埼玉県環境基本
計画(2012.7)

施策「環境を守り育てる次世代の人材育成」において、「環境学習の機会の拡大」や「自然とのふれあいの推進」を主な取組と
して挙げている。

（７）まちづくり
のうち

環境保全に係る記
述

①埼玉県5か年計
画(2012.6)

施策の1つに「埼玉の成長を支えるまちづくり」を挙げ、主な取組に「豊かな田園環境と調和した産業基盤の整備」を進めるこ
ととしている。また、施策「緑の再生(身近な緑の保全・創出・活用)」では、「都市部の緑を積極的に創出するとともに、都市
近郊の貴重な緑地空間の保全・活用を進める」としている。

②埼玉県環境基本
計画(2012.7)

施策「みどりの保全と再生」において、「身近な緑の保全の推進」や「身近な緑の再生(創出)の推進」、「緑の保全・再生のた
めの県民運動の推進」等を主な取組として挙げている。

③埼玉県広域緑地
計画(2012.7)

基本方針に「緑を守り、つくる(みどりの再生)」を掲げ、緑の持つ「自然環境保全(低地、市街地など野生生物の移動経路や隠れ
家となる樹林地の保全)」などの機能が効果的に発揮されるように配慮していく、としている。

（８）産業（工・
商）のうち

環境保全に係る記
述

②埼玉県環境基本
計画(2012.7)

施策「公共用水域・地下水及び土壌の汚染防止」において、「工場・事業場に対する排水規制、指導の実施」等を進めることと
している。なお、施策指標として「アユが棲める水質の河川の割合」を用いている。

（９）地域連携の
うち

環境保全に係る記
述

②埼玉県環境基本
計画(2012.7)

施策「連携・協働による取組の拡大」において、「県民による自然環境保全活動の推進」や「地域が主体となった環境保全活動
の推進」、「企業、学校、市町村と連携した環境保全への取組の推進」等を主な取組として挙げている。

③埼玉県広域緑地
計画(2012.7)

基本方針に「緑を守り、つくる(みどりの再生)」を掲げ、「緑の持つ「ふれあい提供(市民団体等と連携・協働した緑の管理等)」
などの機能が効果的に発揮されるように配慮していく」としている。また、基本方針「緑の担い手を拡大する」では、「市民活
動等の充実を図り、県民運動としての緑の保全・再生を推進する」としている。

⑩埼玉農林業・農
山村振興ビジョン

取組の展開方向の1つとして「県民参加の森づくりの推進」を挙げており、「健全な森林を次世代に引き継ぐため、社会全体で
森林を守る気運を醸成して、県民参加による森づくりを推進する」としている。
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＜エコロジカルネットワーク 参考１＞ 全体構想の役割分担

●全体構想では、「エコロジカルネットワーク専門委員会」を設立する方針となっています。


