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あるものを含む。）が、単独で若しくは一体となって、又はこれらと隣接している土地

が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているもの」と定義している。 

都市における農地については、都市農業振興基本法（平成 27 年法律第 14 号）におい

て、防災、良好な景観の形成、国土及び環境保全等の都市農業や都市農地の有する多様

な機能の発揮を通じて良好な都市環境の形成に資するよう、都市農業の振興が図られる

こととされ、同法に基づく都市農業振興基本計画において、都市農地が都市に「あるべ

きもの」と位置付けられたことを踏まえ、都市緑地法等の一部を改正する法律（平成 2

9 年法律第 26 号。以下「平成 29 年改正法」という。）による法の改正（以下「平成 29

年法改正」という。）において、緑地に含まれるものとして明確に位置付けたものであ

る。具体的には、緑地保全地域及び特別緑地保全地区に含まれる農地や生産緑地地区に

定められた農地、市民農園のほか、良好な都市環境の形成に係る農地が都市における緑

地保全施策の対象となる。 

ⅰ 「樹林地」とは、当該土地の大部分について樹木が生育している一団の土地であ

り、樹林には竹林も含まれる。 

ⅱ 「草地」とは、当該土地の大部分が草で被われている土地であり、ゴルフ場のよ

うな人工草地も含まれる。 

ⅲ 「水辺地」とは、池沼、河川、海、湖等の水面を含むそれらの周辺地域である。 

ⅳ 「岩石地」とは、当該土地の大部分が岩石で被われている土地又は岩石が風化し

て角礫を多く含んだ状態の土地をいい、具体的には、海浜の岩礁地、溶岩台地等を

いう。 

ⅴ 「その状況がこれらに類する土地（農地であるものを含む。）」とは、樹林地、

草地、水辺地、岩石地には該当しないが、その景観、立地状況等がこれらに類似し

ているものであり、具体的には、樹林地に類するものとして屋敷林、庭園、街道の

並木、梅林、茶畑、果樹園等、草地に類するものとして花畑、市民農園のような野

菜畑、採草放牧地等、水辺地に類するものとして湿地帯、蓮田等、岩石地に類する

ものとして砂丘地等をいう。 

ⅵ 「これらに隣接している土地」は、樹林地、草地、水辺地、岩石地等の土地と一

体となって良好な自然的環境を形成している土地の範囲をいい、それぞれの地域の

土地の状況等を勘案してその範囲が決定される。 

 

 

４ 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（緑の基本計画） 

 

(1) 緑の基本計画の意義 

 近年の環境問題に関する関心の高まりや自然とのふれあいに対する国民のニーズに

応え、都市における良好な生活環境を形成するためには、一定の目標の下に、都市公

園の整備、特別緑地保全地区や生産緑地地区の決定等都市計画制度に基づく施策と、

民間建築物や公共公益施設の緑化、緑地協定、ボランティア活動、各種イベント等都

市計画制度によらない施策や取組を体系的に位置づけ、官民連携の下、計画的かつ系

統的に緑地の保全・創出を図ることが必要である。 

 緑の基本計画（以下「基本計画」という。）制度は、地域の実情を十分に勘案する

とともに、施設の管理者や住民等の協力を得つつ、官民一体となって緑地の保全及び

緑化の推進に関する施策や取組を総合的に展開することを目的として、住民に最も身

近な地方公共団体である市区町村が総合的な都市における緑に関するマスタープラン

となる基本計画を策定できることとしたものである。 

 なお、平成 16 年及び平成 29 年法改正において、基本計画に関しても計画に定める

事項等について改正を行っているが、法改正前に策定された基本計画については法改

正後もそのまま基本計画とみなされる。 
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(2) 都市計画法との関係 

 基本計画は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 18 条の２第１項の市区町村

の都市計画に関する基本的な方針（市区町村マスタープラン）に適合することとされ

ているが、市区町村マスタープランが未策定の市区町村については、将来策定される

市区町村マスタープランに留意しつつ、市区町村マスタープランが即すこととされて

いる都市計画法第６条の２の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針と整合の取れ

た内容とすべきである。 

 

(3) 基本計画の対象等 

① 基本計画は、都市計画区域を有する市区町村において、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定めることとされている。 

② 基本計画は、公園、道路、河川、港湾などの公共施設の緑化に限らず、広く学校

や工場の緑化等についても対象とすることが望ましい。 

③ なお、基本計画は都市における緑地の保全及び緑化の推進を総合的かつ計画的に

実施することを目的としていることから、主として都市計画区域内において講じら

れる措置を定めるものであり、都市計画区域外で講じられる措置としては、公共公

益施設を対象とする緑地の保全及び緑化の推進に関する措置及び準都市計画区域内

における緑地保全地域の指定等のうちから都市計画区域内で講じられる措置とあわ

せて実施することが必要なものを定めるべきである。 

都市計画区域外で講じる公共公益施設を対象とする緑地の保全及び緑化の推進に

関する措置は、都市計画施設のほか、道路、河川、下水道、公営住宅等の公的管理

主体による住宅、学校、社会教育施設、ごみ焼却場、官公庁等いわゆる公共公益施

設で都市計画区域における緑地と一体となって良好な都市環境の形成を図るものを

対象とし、農林水産関連の公共公益施設、都市計画区域外における民有地並びに国

有林野及び公有林野等官行造林地は対象としないことが望ましい。また、「緑化地

域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区」（緑化重点地

区）並びに「緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であっ

て重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区」（保全配慮地区）以外では即地的

に定めないことが望ましい。 

④ 基本計画が対象としている緑地は、都市において「樹林地、草地、水辺地、岩石

地若しくはその状況がこれらに類する土地（農地であるものを含む。）が単独で、

若しくは一体となって、又はこれらが隣接している土地がこれらと一体となって良

好な自然環境を形成しているもの」であることから、基本計画においては、法に規

定されている各種制度のみならず、田園住居地域、風致地区、生産緑地地区、保存

樹・保存樹林等都市における緑地の保全に資する施策を広く展開することが望まし

い。 

 

(4) 基本計画の内容 

① 基本計画は、各市区町村が緑豊かな快適で個性的な都市づくりを進めるにあたり、

地域の自然的、社会的条件等を十分に勘案しつつ創意工夫のもとに策定されるもの

であり、その内容は各市区町村の自主性に委ねられるものである。基本計画の内容

として、法第４条第２項において、おおむね「緑地の保全及び緑化の目標」、「緑

地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項」、「地方公共団体の設置に係

る都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推進の方針に関す

る事項」、「生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項」等を定めるものとしてい

るが、基本計画の機能を十分に発揮するため基本計画の基本的な事項である計画の
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目標とその具体的な実施方法である「緑地の保全及び緑化の目標」、「緑地の保全

及び緑化の推進のための施策に関する事項」については定めることが望ましい。併

せて、地域の実情に応じて、その他の事項についても積極的に定め、計画の充実を

図ることが望ましい。 

② 「緑地の保全及び緑化の目標」は、緑地の保全や緑化について一定の目標を定め

ることにより基本計画に定められた施策の計画的かつ効率的実施を図るものであ

り、目標の内容としては、例えば、都市の緑の三倍増、市街化区域内の緑地の面積

の割合、施設として整備する緑地の住民一人あたりの面積、植樹本数等、当該市区

町村が住民等と相互に協力しながら達成する緑の確保目標水準等が考えられる。緑

地の確保目標水準等の数値を定める場合には、例えば、歩いて五分以内に自然とふ

れあう場に到達できるように緑地を整備・保全する等、住民に対して分かりやすい

指標となるように工夫することが望ましい。 

③ 「緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項」は、目標を実現するた

めの都市公園の整備や特別緑地保全地区、生産緑地地区の決定等の施策、公共公益

施設や民有地の緑化の方針、市民農園等の整備に関する施策の展開方策について定

める趣旨である。この場合、必要に応じ、特に重点的に保全又は整備すべき主要な

特別緑地保全地区の決定又は都市公園の整備や緑化地域の指定について定めるこ

とが望ましい。 

 なお、緑のネットワークの形成等の観点から必要に応じ、都道府県の権限に属す

る二以上の市区町村の区域にわたる緑地保全地域の指定等に関する事項について

も都道府県との協議を経た上で定めることが望ましい。 

④ 「地方公共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及

び緑化の推進の方針に関する事項」は、緑地を系統的に配置し、特性に応じて適正

に管理していくことが都市の緑地の有する環境保全、レクリエーション、防災、都

市景観形成等諸機能を効果的に発揮させる上で重要であるという趣旨で定められて

いるものである。そのため、これらの諸機能の評価を十分踏まえつつ、都市の構造、

土地利用の動向等を考慮し、例えば、都市公園を核としたレクリエーションネット

ワーク、災害時の避難地・避難路となるネットワーク等が形成されるよう緑地を配

置するとともに、その配置の方針については、例えば、郷土の景観をつくる河川沿

いの緑地空間を保全する等のように住民に対して分かりやすく定めることが望まし

い。特に、生物多様性の確保の観点から、動植物の生息地又は生育地としての緑地

の規模や連続性等を評価して以下の緑地を配置し、適正に管理することで、これら

の緑地による有機的なネットワーク（以下「エコロジカルネットワーク」という。）

の形成を図ることが望ましい。（なお、基本計画における生物多様性の確保に当た

っての配慮事項については、「緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技

術的配慮事項」参照。） 

ⅰ 中核地区 都市の郊外に存在し、他の地域への動植物種の供給等に資する核

となる緑地 

ⅱ 拠点地区 市街地に存在し、動植物種の分布域の拡大等に資する拠点となる

緑地 

ⅲ 回廊地区 中核地区と拠点地区を結び動植物種の移動空間となる河川や緑道

等の緑地 

ⅳ 緩衝地区 中核地区、拠点地区、回廊地区に隣接して存在し、これらの地区

が安定して存続するために必要な緑地を含む緩衝地帯 

 さらに、都市全体の緑地の配置の方針を明らかにした上で、系統的な緑地の中核を

なす都市公園の配置、骨格となる緑地の保全の方針や重点的に緑化を推進する地区

等について、図化することなどにより、具体的かつわかりやすく示すことが望まし

い。なお、本事項は、例えば、都市の骨格を形成する河川と一体的な緑地の保全、
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都市公園を中核とした広幅員街路等によるネットワークの形成、緑地が特に不足し

ている中心市街地の重点的な緑化等、都市レベルでの環境保全等に資するような系

統的な緑地の配置の方針を定めるべきであり、例えば、個々の工業用地又は工業団

地全体の敷地内における緑地の配置等、地区レベルのものについて定めることは望

ましくない。 

また、「都市公園の整備及び管理の方針」のうち、「都市公園の整備の方針」に

ついては、例えば主要な都市公園のおおむねの位置及び規模、「おおむね一町内会

毎に街区公園を整備する」、「小学校と街区公園を一体的に配置する」等日常利用

に供する小規模な都市公園の具体的な配置基準を定めること等が考えられる。この

際、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第１条の２及び第２条に規定する

基準を参酌して定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準との整合に留意

する必要がある。 

「都市公園の管理の方針」については、都市公園の特性に応じた管理の方針や公

園施設の老朽化対策の方針等を記載することが考えられる。具体的には、エコロジ

カルネットワークの向上に資する管理を行う旨や、主要な都市公園についてマネジ

メント計画を策定し、当該計画に基づく管理を行う旨のほか、住民やＮＰＯ法人等

との協働による都市公園の管理方針について記載することも考えられる。公園施設

の老朽化対策については、例えば、遊具等の公園施設の点検方針や、長寿命化計画

に基づいて公園施設の計画的な補修や改修を行う旨を記載することが考えられる。

また、民間活力により都市公園の質の向上と公園利用者の利便の向上を図る観点か

ら、「都市公園の整備及び管理の方針」において、公園施設の公募設置管理制度や

ＰＦＩ制度、公園の活性化に関する協議会制度の活用の方針等、都市公園における

官民連携の方針についても定めることが望ましい。さらに、人口減少に対応したコ

ンパクトなまちづくりの推進等の観点から都市公園の統廃合や機能再編を検討す

るに当たっては、市区町村区域全体の都市公園や緑地の配置を踏まえて実施するこ

とが有効であることから、当該検討方針を記載することが望ましい。 

「都市公園の整備及び管理の方針」を定めるに当たっては、計画的なネットワー

クの形成や緑地の機能の発揮等の観点から、必要に応じ、都道府県との協議を経た

上で、都道府県の設置する都市公園の整備及び管理の方針についても定めることが

望ましい。なお、基本計画に都市公園の整備及び管理の方針が定められた市区町村

の区域内において地方公共団体が都市公園を整備する場合においては、基本計画を

定めた市区町村の設置する都市公園のみでなく、都道府県の設置する都市公園の設

置及び管理についても、当該基本計画に即して行うよう努めることとされている

（都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第３条第２項、第３条の２第２項）。 

⑤ 「特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項」は、特別緑地保全地区につい

てその保全に関する事項等を基本計画において特に定めるものである。 

ア 「緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項」は、特別緑地

保全地区の決定が行われている、又は決定が行われることが予定されている市区

町村が必要に応じ、（町村については都道府県知事との協議を経た上で）定める

ものであり、特別緑地保全地区の緑地の特性に応じ、当該緑地を保全するため必

要となる施設、具体的には、土砂崩壊防止施設、散策路、休憩所等の施設を定め

ることが考えられる。また、本事項は特別緑地保全地区における行為の規制の適

用除外となることから、施設の種類、規模、位置、整備主体等の施設整備につい

て、町村の区域内にあっては都道府県知事が、市区の区域内にあっては市区長が

その適合性を判断するのに必要な内容を定めることが望ましい。 

 なお、その整備については社会資本整備総合交付金の緑地保全等事業の対象であ

るが、その整備を河川事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事

業、雪崩対策事業及び海岸事業として行うことが適当である場合には、これらの
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事業の活用を図ることが望ましい。 

イ 「第 17 条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項」

は、特別緑地保全地区ごとに土地の買入れについて、緑地の特性に応じて都道府

県と市区町村等の役割分担を定めるとともに、買い入れた土地の管理の方針を定

めることが望ましい。 

  具体的には、例えば、屋敷林等の住民に身近な小規模な緑地については市区町

村が、大規模な河川沿いの連続した崖線の斜面緑地等複数の市区町村にまたがる

大規模な緑地については都道府県が、というように、緑地の特性に応じて土地の

買入れを行う者を定めることが考えられる。買い入れた土地については、例えば、

a.樹木の整枝、枯損木処理に重点を置くこと、b.住民の自然とのふれあいの場と

して公開すること、c.動植物の生息地又は生育地となる空間を保全し生物多様性

を確保すること等買い入れた土地の管理の方針をあわせて定めることが望ましい。 

ウ 「第 24 条第１項の規定による管理協定に基づく緑地の管理に関する事項」は、

特別緑地保全地区ごとに管理協定の対象となる緑地の要件や、維持すべき植生や

景観、樹木等の手入れの管理水準などの管理の方針をあらかじめ明らかにしてお

くことにより、管理協定の円滑な締結を図ることを目的としている。 

 具体的には、例えば、管理協定に基づき管理を行うべき緑地についておおむね

の位置又は要件を示すこととあわせて、当該緑地の管理の目標、緑地の保全上必

要となる施設整備の内容等管理の方針を定めることが考えられる。 

 なお、管理協定に基づく緑地の管理に関する事項は、あくまで都市における緑

地の適正な保全を目的とした緑地の管理の方法に関する事項を想定していること

から、当該事項には森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第４条第５項に規定する森

林整備保全事業、森林病害虫等防除法（昭和 25 年法律第 53 号）に基づく森林病

害虫等防除対策等、森林の維持・造成等に関する施策としての森林の整備に関す

る事項を含むことは望ましくない。 

エ 「第 55 条第１項又は第２項の規定による市民緑地契約に基づく緑地の管理に

関する事項その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項」は、市民

緑地契約に基づく緑地の管理の方法等のほか、特別緑地保全地区内の土地の買入

れで法第１７条に基づかない任意のものの実施方針等について必要に応じて定め

ることが望ましい。 

  具体的には、法第 17 条の規定に基づき買い入れるべき旨の申出がない場合に

おいても、a.都市緑化基金の活用等により土地の買入れを行うこと、b.地権者等

と土地の利用について契約を結び住民の利用に供すること等について必要に応じ

て記載することが考えられる。 

  ⑥ 「生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項」は、都市農地が有する防災、良好

な景観の形成のほか、ヒートアイランド現象の緩和や雨水の貯留、地下水の涵養、

生物多様性保全等の環境形成機能等を発揮するため、生産緑地地区の指定や買取り

の方針等を定め、都市農地の保全を計画的・総合的に推進することを趣旨として定

められたものである。具体的には、生産緑地地区の新規・追加指定や買取りに関す

る基本的な方針や、他の緑地保全施策と連携した農業景観の保全方針のほか、防災

協力農地としての協定締結の推進、市民農園の設置や都市公園における農に触れあ

う機会の充実を推進するといった活用方策等について記載することが望ましい。 

なお、生産緑地地区指定や買取りに係る方針については、地域の実情に応じて指

定等を積極的に行う区域を定めることも考えられる。その際は、生産緑地法第３条

第６項において、「生産緑地地区に関する都市計画は、基本計画において生産緑地

地区内の緑地の保全に関する事項が定められている場合においては、基本計画に則

して定めなければならない」とされていることを勘案し、将来都市農地の保全のた

めに生産緑地地区として指定され得る地区全体を含めて区域を定めることが望まし
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い。あわせて、田園住居地域の活用についても検討することが望ましい。 

また、当該事項を定めようとする際は、都市農業振興基本法に基づく都市農業振

興基本計画及び都市農業の振興に関する地方計画と整合を図り、農林水産部局とあ

らかじめ十分協議調整を行い、計画内容の充実とその実効性の確保に努めるべきで

ある。 

基本計画を策定する時点で、生産緑地制度を活用していない自治体においても、

都市農業振興基本法の趣旨を踏まえ、積極的に当該事項を基本計画に記載し、活用

していくことが望ましい。 

⑦ 「緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であって重点的

に緑地の保全に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑地の保全に関する事

項」は、当該市区町村の都市における緑地の状況等を勘案し、必要に応じて保全配

慮地区を定め、当該地区において講ずる市民緑地契約の締結等、当該地区における

緑地保全方策をおおむねの位置を特定し即地的に定めることが望ましい。その際、

市区町村における緑地の現状、住民の緑地に対するニーズ等を踏まえ、市区町村が

市民緑地や条例による保全措置等により緑地の保全を図るべき必要があると認めら

れるものについて定めることが望ましい。また、生産緑地制度を活用することを想

定していないものの、農地の保全等を検討している区域を保全配慮地区として定め、

当該地区において講じる緑地保全施策について定めることが考えられる。 

具体的には、風致景観の保全、生物多様性の保全、都市住民の自然とのふれあいの

場の提供等の観点から重要となる自然的環境に富んだ地区等において、地形、地物、

字界等で区域を設定して保全配慮地区を定め、地区計画等の区域内における緑地の

保全、市民緑地契約の締結、風致地区の指定、保存樹・保存樹林の指定、都市公園

の整備、農地の保全や活用方策、市区町村の条例に基づく緑地保全施策等、当該地

区において講じる緑地保全施策について定めることが考えられる。  

保全配慮地区は、例えば、市民緑地契約を締結することにより保全を図ろうとす

る緑地のみを対象として指定するだけでなく、自然的環境に富んだ地区全体を緑地

以外の土地の区域も含めて指定し、多様な手法の組み合わせにより地区の自然的環

境の保全を図ることが望ましい。 

なお、保全配慮地区は緑地保全地域及び特別緑地保全地区等以外の区域に定める

ものであるが、将来の緑地保全地域及び特別緑地保全地区の指定を妨げるものでは

ない。 

⑧ 「緑化地域における緑化の推進に関する事項」は、当該市区町村の都市における

緑地の状況等を勘案し、法第 35 条第２項に基づく緑化率規制の適用除外の許可、

法第 44 条に基づき条例に定める管理の方法等に関する考え方並びに方針等に関す

る事項等の緑化の義務づけに関する事項のほか、緑化地域が良好な都市環境の形成

に必要な緑地が不足している地区において特に緑化を推進するために指定される

ものであることを踏まえ、地域全体の緑化を効果的・総合的に推進するために講じ

る施策等についても定めるべきである。具体的には、公共公益施設の緑化計画や緑

化の義務づけの対象とならない小規模な建築物の敷地等に対する条例等に基づく

指導、助成、都市公園の整備、市民緑地契約の締結、市民緑地設置管理計画の認定

等の緑化の推進施策について定めることが考えられる。 

⑨ 「緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び

当該地区における緑化の推進に関する事項」は、当該市区町村の都市における緑地

の状況等を勘案し、必要に応じて緑化重点地区を定め、当該地区において講ずるこ

ととなる公共公益施設の緑化等の緑化施策についておおむねの位置を特定し即地

的に定めるべきである。なお、平成 16 年法改正前の都市緑地保全法第２条の２第

２項第３号ニに規定する「緑化の推進を重点的に図るべき地区」は、緑化地域に指

定された区域を除き、法改正後の「緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推
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進に配慮を加えるべき地区」とみなされる。 

  具体的には、例えば、駅前等都市のシンボルとなる地区、緑が少ない住宅地、風

致地区など都市の風致の維持が特に重要な地区、防災上緑地の確保及び市街地にお

ける緑化の必要性が比較的高い地区、緑化の推進に関し住民意識が高い地区、エコ

ロジカルネットワークを形成する上で緑化の必要性が高い地区等において、地形、

地物、字界等で区域を設定して緑化重点地区を定め、緑地協定及び市民緑地契約の

締結、市民緑地設置管理計画の認定、公共公益施設の緑化、地区計画等の区域にお

ける緑化率規制、民有地緑化に対する助成、都市公園の整備等、当該地区において

講じる緑化施策について定めることが考えられる。 

  緑化重点地区においては、市区町村による重点的な緑化施策に加え、住民及び事

業者等において、都市緑化基金の活用、住民や自治会によるボランティア活動の展

開等それぞれの立場での自主的な緑化の推進が積極的に行われることが期待でき

るので、積極的な地区の設定を行うとともに、緑化の推進に向けた官民連携の方針

を定めることが望ましい。 

  なお、緑化重点地区は緑化地域以外の区域に定めるものであるが、将来の緑化地

域の指定を妨げるものではない。また、緑化重点地区は、比較的緑が少なく重点的

に緑化の推進に配慮を加えるため緑化推進施策を定める地区であることから、原則

として都市計画区域内に定めるものであり、例えば、農用地区域及び保安林等につ

いては緑化重点地区を定めるものではない。 

 

(5) 住民意見の反映 

 都市における緑豊かな生活環境の形成は、都市住民の広範な参加、協力を得て、市

街地の大半を占める民有地における緑地の保全や緑化の推進を図ることにより実現さ

れるものであることから、都市における緑地の保全及び緑化の推進の方針を定める基

本計画の策定にあたっては、住民の意見を積極的に反映させるべきである。このため、

市区町村が基本計画を定め、あるいは変更を行おうとするときは、あらかじめ公聴会

等住民の意見を反映させるために必要な措置を積極的に講じ、住民の意見を的確に反

映させていくことが望ましい。これにより、基本計画並びにこれに基づく緑地保全及

び緑化推進に対する住民の理解、協力が得られることが期待されるものである。 

 なお、住民の意見を反映させるために必要な手続については、公聴会の開催の他に

説明会の開催、インターネットによる意見募集、アンケートの実施等様々なものが考

えられるが、いずれによるかは、当該基本計画の内容や地域の特性を踏まえて適宜判

断することが望ましい。 

 

(6) 基本計画の協議手続 

① 法第４条第５項に基づく法第４条第２項第３号「地方公共団体の設置に係る都市

公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項」

のうち「都道府県の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針に関するもの」につ

いての都道府県知事に対する協議は、当該都市公園の規模、位置、整備や管理の方

針の内容等が明確となるように行うことが望ましい。 

② 法第４条第６項に基づく法第４条第２項第４号「特別緑地保全地区内の緑地の保

全に関する事項」についての町村の都道府県知事に対する協議のうち、同号イ「緑

地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項」についての同意を要す

る協議は、当該施設の種類、規模、位置、整備主体等その内容が明確となるように

行うことが望ましい。また、同号ロの「第 17 条の規定による土地の買入れ及び買

い入れた土地の管理に関する事項」についての協議については、都道府県又は市区

町村が買い入れる土地の管理の方針を明らかにしつつ行うことが望ましい。 

③ 基本計画の策定に必要な都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等との数値の
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調整等については、都道府県関係部局との連絡調整を適宜行うことが望ましい。 

④ 市区町村は、基本計画に国有林野及び公有林野等官行造林地が含まれる場合には、

当該国有林野及び公有林野等官行造林地を管轄する森林管理局長と、海岸保全区域、

砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等に係るものである場合に

は当該地域の管理者と、港湾区域、臨港地区、港湾隣接地域、港湾区域内の埋立地

又は港湾施設用地に係るものである場合には港湾管理者と、港湾法（昭和 25 年法

律第 218 号）第 56 条の規定に基づき都道府県知事が定めて公告した水域に係るも

のである場合には都道府県知事と、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障

害の防止等に関する法律（昭和 42 年法律第 110 号）第９条の２の規定に基づき特

定飛行場周辺において指定される第三種区域に係るものである場合には特定飛行

場の設置者と、同法第９条の３の規定に基づく周辺整備空港の周辺において指定さ

れる第一種区域に係るものである場合には都道府県知事と、それぞれあらかじめ協

議調整を行い、計画内容の充実とその実効性の確保に努めることが望ましい。 

⑤ 基本計画を策定しようとする場合は、国土形成計画、農業振興地域整備計画、都

市農業振興基本計画、河川環境管理基本計画等関連する計画と適合することが望ま

しい。また、基本計画において森林に関する記述を行う場合には、国有林の地域別

の森林計画と適合するとともに、地域森林計画、市区町村森林整備計画等の森林の

整備に関する計画と適合することが望ましい。当該森林の整備に関する計画との適

合を図るため、都道府県林務担当部局又は市区町村林務担当部局とあらかじめ十分

協議することが望ましい。 

 

(7) 基本計画の公表、通知 

 基本計画は、緑地保全地域、特別緑地保全地区、管理協定、緑化地域、緑地協定、

市民緑地等の本法に基づく施策をはじめ、他の法律等に基づく施策及びソフトな取組

等により実現されるものであり、その実効性を高めていくには、行政内部にとどまら

ず、公共公益施設の管理者、事業者、住民等に対しても積極的な協力を求めていく必

要がある。 

 このため、公共公益施設の管理者、事業者、住民等に対して、基本計画を積極的に

公表して一層の周知を図ることが望ましい。具体的には、公報等に掲載し公表するこ

とと併せてインターネットによる公開、パンフレットの作成等各市区町村の判断によ

り積極的な周知措置を講じることが望ましい。 

 また、都道府県知事に対する通知については、a.基本計画の内容が広域的・骨格的

な緑地保全地域や特別緑地保全地区等の決定にあたっても反映されるべきであること、

b.基本計画の実現は市区町村独自の取組のみならず都道府県の緑に関する取組も併せ

て行われることが必要であること等から行われるものである。 

 

(8) 基本計画の見直し 

 基本計画は、社会情勢の変化や事業の進捗等により変更を行う必要が生じたときに

は、遅滞なく変更すべきであり、計画内容の充実に努めることが望ましい。また、変

更の際には、住民意見の聴取、公表等の所要の手続を積極的に講じ、住民の意見を的

確に反映させていくことが望ましい。なお、緑化重点地区等の区域の変更や市民緑地

設置管理計画の認定制度を活用する概ねの位置の設定等、基本計画の一部について変

更を行う場合にあっては、住民意見の聴取及び基本計画の公表の方法を適宜工夫し、

現状に応じた速やかな手続を行うことが望ましい。 

 

(9) 緑のマスタープラン・都市緑化推進計画との関係 

 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関するマスタープランとして、従来、「緑

のマスタープラン」及び「都市緑化推進計画」の策定を推進し、都市における緑地の
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保全及び緑化の推進に係る指針として一定の役割を果たしてきたところであるが、基

本計画は、「緑のマスタープラン」が主として対象としている都市計画に関する事項

及び「都市緑化推進計画」が主として対象としている公共公益施設の緑化、民有地の

緑化推進等都市計画の手法によらない緑化に関する事項を市区町村が定め、法律に基

づき、都市における緑地の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講

じることを目的とするものである。 

 しかしながら、都市住民の活動、行動が広域化している今日、都市における緑のあ

り方を定める場合、一の市区町村の範囲を超えた広域の見地から検討を行うことも必

要である。この場合、都道府県は地域の実情に応じて必要な緑地の保全及び緑化の推

進に関する計画を都道府県の広域緑地計画として定めることも考えられる。 

 

(10) 基本計画策定の際の留意事項 

① 基本計画の策定及び変更のためには、公共公益施設所管部局、事業者や地域住民

の協力を得ることが不可欠であり、各市区町村において、連絡協議会の設置等によ

り計画の策定と実現に向けての体制の強化を図るとともに、道路、河川、海岸、学

校、又は社会教育施設その他の教育文化施設、防衛施設、砂防設備、砂防指定地等

公共公益施設等の管理者と協議し、協議の整った施設の緑化については基本計画に

積極的に位置づけることが望ましい。 

② 基本計画が即すこととされている市区町村の建設に関する基本構想とは、議会の

議決を経て定められた市区町村の基本構想及び国土利用計画法（昭和 49 年法律第 9

2 号）第４条に基づく市区町村計画である。 

③ 基本計画は、森林法等に基づく森林の整備等の農林水産関連の施策を定めるもの

ではない（都市農業振興施策は除く）。 

④ 基本計画はマスタープランとしての性格を有し、個別の施策に対する指針となる

ものであり、これにより直接的な土地利用制限等法的規制が及ぶものではない。し

たがって、その実現に当たっては、当該市区町村において事業を行う者等の協力を

得つつ行うことが望ましい。また、基本計画の策定に当たっては、開発事業者（鉄

道事業者、軌道経営者等運輸事業者（予定者を含む。）を含む。）、公共公益施設

の管理者等に対し過度の負担とならないよう配慮すべきである。 

⑤ 基本計画には、一般に景観の観点からの緑地の保全及び緑化の推進に関する事項

が含まれることに鑑み、景観法に基づく景観計画が定められている若しくは定める

予定のある市区町村にあっては、基本計画と景観計画との調和に留意するとともに、

基本計画と景観計画が相互補完的に機能し、緑地の保全及び緑化の推進と良好な景

観の形成が効果的、効率的に推進されるよう配慮することが望ましい。 

⑥ 生物多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）第 13 条第１項に基づく都道府県又は

市区町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的

な計画（以下「生物多様性地域戦略」という。）が定められている市区町村又は生

物多様性地域戦略を定めようとする市区町村が、生物多様性の確保の観点から、基

本計画に緑地の保全及び緑化の推進に関する事項を定めようとする場合には、生物

多様性地域戦略に留意し、生物多様性の確保が効果的かつ効率的に推進されるよう

配慮することが望ましい。 

 

 

５ 緑地保全地域 

 

(1) 趣旨  

 近年、生物多様性の確保等の観点から都市近郊の里地・里山の保全の重要性が強く

認識されてきており、これらの保全のためには土地所有者が一定の土地利用を行うこ




