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（３）緑の取組に対する意向 

１）緑のまちづくり活動への参加 

緑のまちづくり活動への参

加については，「機会や時間

があれば参加したい」が 48

パーセントと最も多く，次い

で「参加したいが具体的な方

法がわからない」が 20 パー

セントでした。 

約半数の市民が「機会や時

間があれば参加したい」と回

答していました。 

一方で「参加する意思はない」の回答が 16 パーセントありました。 

 

２）参加したい緑のまちづくり活動 

参加したいまちづくり活動について（複数回答）は，「公園や道路の清掃活動」が 257 件と

最も多く，次いで「公園やまちなかの花壇づくり」が 191 件，「市民との協働のイベントなど

への参加」164 件でした。気軽に参加できる活動や体験型の活動に関する回答が多くありまし

た。一方で，「これらに参加したくない」が 136 件と約 2 割の回答がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

3%
2%

48%

20%

16%

4%

7%

緑のまちづくり活動への参加（択一式）

すでに参加している

積極的に参加したい

機会や時間があれば

参加したい
参加したいが具体的な

方法がわからない
参加する意思はない

その他

無効回答

257

191

80

71

48

87

164

136

24

51

１．公園や道路の清掃活動

２．公園やまちなかの花壇づくり

３．公園の運営や管理への協力

４．里山や樹林の管理

５．農地などの環境整備

６．河川や池などの水辺の環境整備

７．市民協働のイベントなどへの参加

８．参加したくない

９．その他

１０．無効回答

参加したい緑のまちづくり活動（複数回答）

回答数

N=684 

N=1,109 
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３）緑のまちづくり活動に必要な支援 

市民が緑のまちづくりに関わっていくために必要な支援について（複数回答）は，「市民活

動に関する情報提供」が 414 件と最も多く，2 位の回答数との差が倍近くありました。次い

で，「行政や専門家等による人的支援」が 224 件，「活動のための助成金等の経済的支援」が

221 件でした。情報提供を求める回答が圧倒的に多く，情報提供について改善が求められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）市に求める取組事項 

市民のまちづくりへの意識を高めるために，市に求める取組について（複数回答）は，「市

民と行政が協働して緑のまちづくりを行うという意識の啓発活動」が 332 件と最も多く，次い

で「市民が緑のまちづくりに参加することのできる場（イベントやワークショップ等）の提

供」が 294 件，「市政や緑のまちづくりに関する情報の提供」が 272 件でした。 

市民協働に対する啓発活動についての要望が最も多く，活動の場や情報の提供も合わせて必

要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

414

220

144

224

221

19

59

１．市民活動に関する情報提供

２．活動する場所の提供

３．活動に必要な道具の提供

４．行政や専門家等による人的支援

５．活動のための助成金等の経済的支援

６．その他

７．無効回答

緑のまちづくり活動に必要な支援（複数回答）

回答数

N=1,301 

332

294

272

208

137

132

11

56

１．市民と行政が協働して緑のまちづくりを

行うという意識の啓発活動

２．市民が緑のまちづくりに参加することのできる場

（イベントやワークショップ等）の提供

３．市政や緑のまちづくりに関する情報の提供

４．地域コミュニティー（自治会，公園愛護会等）の支援

５．ボランティア団体やNPOの育成の支援

６．緑のまちづくりに関する学習機会の提供

７．その他

８．無効回答

市に求める取組事項（複数回答）

回答数

N=1,442 
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（４）未来の水戸をつくる市民 1 万人アンケート 

平成 23 年に実施したアンケートでは，「自然や緑に囲まれたまちづくり（公園，緑地，広場

などの整備）」について「満足している」，「どちらかと言えば満足である」を合わせると約

半数の 48.2 パーセントの市民が満足と感じています。 

  

満足している

8%

どちらかといえば

満足である

41%

どちらとも

いえない

38%

どちらかといえば

不満である

10%

不満である

3%

自然や緑に囲まれたまちづくり
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４ 課題の整理 
課題を設定するに当たって，関連計画を踏まえ，本市の緑の現況と特性，市民意識調査からの

課題を以下のように整理します。 

 

（１）緑の現況からの課題 

本市には，地形特性により市街地を取り囲んでいる緑地や特色ある公園が数多くあります。

こうした緑の現況から見た課題を以下に整理します。 

 

１）市街地を取り囲む緑の保全 

・本市の緑は，北西部丘陵地及び台地端部斜面地の樹林地，低地，台地上の那珂川及び周辺の

農地などの緑が，市街地を取り囲む形で残されており，良好な市街地形成を図るため，これ

らの貴重な緑を保全し次世代に継承していく必要があります。 

・緑地率は 64 パーセントと量的には多いものの，樹林地管理の低下，耕作放棄地の拡大など

により，緑の質の低下が懸念されます。 

 

２）多面的な緑の保全 

・本市は，豊かな自然に恵まれているとともに，那珂川に代表される河川や千波湖などの湖

沼，ため池など豊富な水環境を有しており，これらの空間は，自然とのふれあいやレクリエ

ーションの場となっています。多面的な機能を活用するとともに生物多様性を育む空間を保

全していく必要があります。 

・本市には 400 年を超える城下町として発展してきた歴史や文化があり，日本三名園の一つで

ある偕楽園や水戸城跡などに残る緑は，まちの風格をつくりだしています。こうした多面的

な緑は生活に不可欠な要素であり，緑の持つこれらの機能を最大限に発揮できるよう，保全

と活用を進めていく必要があります。 

 

３）新たな将来像に対応した魅力ある公園 

・本市では，現在 303.58 ヘクタール，１人当たり 11.2 平方メートルの都市公園が整備されて

おり，目標である 20 平方メートル／人を目指すとともに，今後，都市発展の一つの柱であ

る交流人口の拡大に向けて，訪れたくなる魅力ある拠点となる公園の整備，充実を図る必要

があります。 

・本市には市内外より知名度の高い偕楽園公園，千波公園，英国式庭園をテーマとした七ツ洞

公園などがあり，こうした既存の公園の歴史的，自然的資源を生かしながら，利便性の向上

や景観的側面からの改修や施設更新などに加え，官民連携によるイベントの開催や施設間の

連携を高めた取組等，魅力向上を図る必要があります。  
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４）身近な公園の再整備・改修等 

・大部分の公園が整備後 30 年を経ており，再整備・改修が必要な時期に来ていることから，

長寿命化計画に沿って整備を進めていく必要があります。日常生活に密着した子育て支援は

もちろん，高齢者の健康づくりなどの多様なニーズに応えた再整備・改修を図る必要があり

ます。 

・市民が日常的に利用できる身近な公園が少ないことから土地区画整理事業等に合わせた公園

整備を検討する必要があります。 

 

５）人々が集い，楽しむ場を飾る緑化の推進 

・緑豊かで快適なまちづくりのため，接道部や商店の前，宅地内をプランターや花壇，整えら

れた並木などで飾るとともに，民間の未利用地を緑の空間にするなど，緑化を推進していく

必要があります。 

・市民の緑化意欲を高揚させるとともに技術及び知識を習得できる環境を作るため，緑化を支

援する体制を整える必要があります。 

 

６）災害に対応した公園・緑地の整備 

・公園・緑地は，大火災発生時の一時的な集合場所や避難場所としての役割を担っており，飲

料水や食料を備蓄できる施設を整備するなど，救援活動の場として，防災・減災に寄与する

必要があります。 

・広域避難場所に指定されている公園は，地域防災計画に基づき，防災施設や設備の充実を図

る必要があります。 

・広域避難場所以外の公園は，災害時には市街地内においては広域避難場所に至るまでの一時

避難の場，被災者の情報交換や救援の場として利用されることから，耐震性貯水槽をはじめ

とする防災設備の整備，多目的広場の確保などの対策を講じる必要があります。 

・公園・緑地は，災害に強い都市構造を実現するため，延焼遮断帯としての機能を拡充する必

要があります。 
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（２）市民の意識調査からの課題 

本市の公園や緑地など，様々な緑地空間における現在の市民の満足度，要望に関する調査の結

果，緑豊かなまちづくりを目指した様々な事業を展開する上での課題は以下のとおりです。 

 

１）緑地の保全と質の向上 

・公園の数について，市民の約 4 割は「緑の量は十分にある」，「緑に満足している」と感じて

おり，緑に対する一定の評価は得られていると推定されるが，市の魅力となる緑に対する，満足

度の向上を目指して質の向上を図る必要があります。 

・市内の緑で必要な取組については，樹木や林などを守っていくが第 1 位であり，「荒廃が心配

される農地や山林を守っていく」や「巨木・名木を守っていく」などが上位を占めており現在の

緑の保全，緑の荒廃などに対する対策が求められています。 

 

２）公園整備の基本的方向 

・公園の数は「今のままで良い」が約 7 割と多いものの，「もっと公園が必要」とする回答者も

約 2 割います。また，「快適」な場所として，公園を上げる回答者は第 1 位となっています

が，整備から長い年月が経ち施設の更新や改修が必要な公園も多いことから，計画的に公園の再

整備を図っていく必要があります。 

・子どもや高齢者などが利用しやすい身近な公園や，健康増進のための緑道や遊歩道，災害時の避

難場所となる防災機能を備えた公園などに対する要望も多くあり，市民ニーズに合わせた公園の

改修・整備が望まれています。 

・今後，力を入れて欲しい公園としては，偕楽園，千波公園が他の公園の 2 倍以上の回答があ

り，また，自由回答でもこの 2 公園のほか，大塚池公園，七ツ洞公園などへの回答が多く，こ

れらの公園は，地域の拠点の公園として整備を図っていく必要があります。 

 

３）緑によるコミュニティづくりへの期待 

・今後の人口減少による公園整備の予算が限られていく中，公園の維持管理や緑の活動への参加意

向も強く，情報の提供，イベントへの参加要望など市民の意識を考慮した制度及び事業を推進し

ていく必要があります。 

・情報提供や，支援方策を立てることで市民参加を進めるとともに，身近な公園や商店街などで

の緑づくりなど，官民連携による緑のまちづくりを行う仕組みづくりを行う必要があります。 
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（３）課題の整理 

これまでの課題を整理し，本計画の課題を以下のとおりとします。 

特徴ある貴重な緑の保全 

本市の緑は，北西部丘陵地及び台地端部の斜面樹林地，那珂川及び周辺の農地など

が，市街地を取り囲む形で残されており，これらの貴重な緑と水を保全する必要があ

ります。 

緑の質の向上 

市民の約４割は「緑の量は十分にある」，「緑に満足している」と感じており，緑

に対する一定の評価は得られていますが，市の魅力となる動植物の生息・生育できる

環境や水辺，歴史・文化的な緑に対する，満足度の向上を目指して，一層の質の向上

を図る必要があります。 

市街地や民有地の緑化 

市街地内の駅や主要道路，公園のまわり，遊歩道などの緑は，市民はもとより訪れ

る人々に本市のイメージを形づくるものです。緑豊かで快適なまちづくりのため，接

道部や商店の前，宅地内をプランターや花壇，整えられた並木などで飾るとともに，

民間の未利用地を緑の空間にするなど，緑化を推進していく必要があります。 

都市の魅力を向上させる公園等の整備 

本市には，市内外において知名度の高い偕楽園公園，千波公園，英国式庭園をテー

マとした七ツ洞公園などがあり，こうした公園の自然的，歴史・文化的資源を生かし

ながら，魅力向上を図るため，拠点として整備するとともに，官民連携によるイベン

トを開催する必要があります。 

身近な公園等の整備 

再整備・改修が必要な都市公園については，公園施設長寿命化計画に基づき再整備

を図るとともに，地域の多様なニーズに合わせた公園のリニューアル整備を推進する

必要があります。 

災害に対応した公園等の整備 

市民が安全に暮らせる都市としていくため，防災機能の強化・充実を図り，災害に

強い都市基盤づくりのために避難場所等としての公園を整備するとともに，生活圏で

の減災のために緑を確保する必要があります。 

市民との協働による緑のまちづくりの推進 

情報提供や活動支援により市民参加を進め，身近な公園や商店街などでの緑づくり

など官民連携による緑のまちづくりを行う仕組みづくりを行う必要があります。 



水戸市緑の基本計画 

36 

 

第３ 計画の基本的方向 

１ 目指す姿（緑の将来像） 
 

本市の緑は，市街地を包み込む恵まれた緑，また，本市を代表する偕楽園公園など歴史・文

化的資源と一体となった公園があることが特徴です。こうした緑の資源を生かし，魅力ある都

市としていくため，次のような緑の将来像を掲げることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史に育まれた水と緑と共生するまち 

水       戸 

水と緑に包まれ共生するまち 

歴史と緑が息づくまち 

みんなでつくる緑豊かなまち 

本市は 400 年を超える城下町として発展し，日本三名園の一つである偕楽園に象徴さ

れる緑の歴史があります。また，公園を中心とした緑の中で暮らすことは，市民の日常的

な生活基盤となっています。安全・安心はもとより散策や四季の移ろいを感じる自然，遺

跡など歴史的な味わいといった豊かな市民生活が営まれ，水戸ならではの歴史と緑が息づ

くまちをつくっていきます。 

少子高齢化社会を迎える中で，緑の保全や活用には，市民の多様で強力なサポートが必

要となります。 

特に，市街地内にある樹林地や公園などの管理，商店街や住宅地での緑化活動，公園な

ど緑の中でのイベント，スポーツなどの楽しみとあらゆる局面で市民の力が不可欠です。

市民との協働により，緑が豊かなまちにしていきます。 

本市は，東には那珂川と低地の農地，西北部の丘陵地には豊かな樹林地，中央，南部を

中心とした台地端部の斜面樹林地，台地上には畑地を中心とした農地と樹林地，また，低

地には水田があり，これらがまちを取り囲む緑となっています。 

こうした地形との関係の上に成立し，まちを取り囲む緑と那珂川，桜川などの水辺の軸

を保全し，将来にわたり，水と緑に包まれ共生した都市環境のあるまちとします。 
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図３－１ 緑の将来像 

図３－１は，緑の将来像で示した，水戸市の緑のあるべき姿を図で示したものです。 

○水辺の軸 
・北部から南東部に向かって流れる那珂川やそこに流れ込む中小河川，
水戸藩時代に作られた灌漑用水，洪水防止のための歴史的な用水路で
ある備前堀，農業用水など。 

・都市基盤としての緑として位置づけ，保全を図ります。 

○都市の顔，地域のシンボルとなる拠点（都市公園等） 
・偕楽園公園，千波公園，紀州堀緑地，逆川緑地，桜川緑地，沢渡川緑地
一帯の水戸市を代表する歴史的，文化的公園やスポーツ・文化の拠点
となる緑と水の地域拠点。 

・子育て世代や高齢者の支援，市民の憩いの交流など，地域コミュニティ
や都市環境の向上など市民のニーズに応え，地域重要拠点，スポーツ
の拠点，レクリエーション・健康づくりの拠点，自然とふれあう拠点，
花（緑）のまちづくりの拠点，歴史，文化の拠点，緑地保全拠点など特
徴ある要素を盛り込み，拠点となる緑として，整備・改修を進めるとと
もに市民や企業等との協働により，緑の育成を図ります。 

○まちをとり囲む緑 

・森林公園に代表される西北部丘陵地帯や那珂川沿いの田園地帯の農地，西部の台地上の樹林地
と農地などの樹林地により，快適な都市環境を支える豊かな自然環境を守る緑。 

・都市を取り囲む緑として保全していきます。 
 
 
 

丘陵地の
樹林地 

台地端部
の樹林地 

台地の農地 
・樹林地 

低地の 
農地 

河川・ 
用水 

地域拠点と
なる公園 

○市街地の緑を豊かにするエリア（保全・育成） 

・さまざまな緑が点在する市街化区域内の公園や緑地，工場，住宅地等の民有地，社寺林等の緑。 
・既存の緑の保全・育成を図るとともに，公共施設の緑化促進や民有地の緑化による緑豊かなま

ちづくりの誘導を図ります。 
 
 都市核 市街地 
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２ 基本方針 
緑の将来像を実現していくために取組の柱を４つの基本方針として設定し，これに基づき 

７つの基本施策により計画の実現を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針    緑の保全，緑化の推進 

農地，樹林地，水田等の豊かな資源や，中心市街地に近接し，本市を代表する歴史的資源でもあ

る偕楽園周辺の緑，特色ある水と緑の保全・再生を進めます。 

１ 緑の保全 

２ 多面的な緑の保全 

３ 民有地の緑化 

基本方針    人々が訪れ，親しまれる緑づくり 
市民が身近に自然とふれあえる場として，また，本市を訪れる人々をひきつけるような偕楽園公

園など特色ある資源を生かすとともに、市民ニーズに合わせた公園などの緑をつくり育てていきま

す。 

１ 魅力向上に向けた公園等の整備 

２ 市街地内の身近な公園等の整備 

基本方針    安全・安心なまちを実現する緑づくり 
地震・洪水・津波などの自然災害や二次的な火災や事故などに対応して，より安全・安心なまちの

実現に向けて公園などの整備を進めます。 

１ 災害に対応した公園の整備，緑地の保全 

基本方針    市民との協働による緑づくり 

身近な緑のまちづくり，ビオトープの管理など緑を「まもり」，「つくり」，「育て」，「楽しむ」行動を市

民とともに進めていきます。 

１ 市民との協働による緑のまちづくりの推進 

１ 

２ 

３ 

４ 
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３ 施策の体系 

（１）目標指標 

本計画の目標指標は「緑に対する市民満足度」と「都市公園の市民１人当たり面積」の２つ

とします。 

 

１）緑に対する市民満足度 

緑に対する市民満足度は，「自然や緑に囲まれたまちづくりに満足している市民の割合」

（市民 1 万人アンケート）の目標を 55 パーセントとします。 

 

緑に対する市民満足度 
 

 

 
 

２）緑の確保目標（都市公園の市民１人当たり面積） 

都市公園の市民１人当たり面積は，本計画の目標年度の 2023 年（平成 35 年）度末に 12 平

方メートルとします。 

 

都市公園の市民１人当たりの面積 
 
 
 

都市公園面積 2023 年（平成 35 年）度目標：330 ヘクタール 

人口     2023 年（平成 35 年）度目標：270,000 人 

市民１人当たり公園面積      12 平方メートル 

（人口は水戸市第 6次総合計画の目標人口とします） 

  

現況 2012（平成 24）年度 ： 48.2％： → 2023 年（平成 35 年）度目標：55％ 

現況 2016（平成 28）年度 ： 11.2 ㎡→2023 年（平成 35 年）度目標：12 ㎡ 
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 （２）緑の推進施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民有地の緑化 

基本方針 基本施策 具体的施策 緑の将来像と計画の目標 

 

歴史に育まれた 

水と緑と共生するまち 

水   戸 

水と緑に包まれ共生するまち 

歴史と緑が息づくまち 

●自然や緑に囲まれたまちづくりに 

 満足している市民の割合を 55%

とすることを目指します。 

●都市公園の市民１人当たりの敷地

面積を 12 ㎡確保します。 

緑の保全， 

緑化の推進 

 

農地，樹林地，水田等の豊かな資源や，中心市街

地に近接し，本市を代表する歴史的資源でもある

偕楽園周辺の緑，特色ある水と緑の保全・再生を

進めます。 

 

人々が訪れ，親しまれる 

緑づくり 

 
市民が身近に自然とふれあえる場として，人々を

ひきつけるような歴史や文化，景観など特色ある

資源を生かすとともに，市民ニーズに合わせた公

園などの緑をつくり育てていきます。 

安全・安心なまちを実現する 

緑づくり 

 
地震・洪水・津波などの自然災害や二次的な火災

や事故などに対応して，安全・安心なまちの実現

に向けて公園などの整備を進めます。 

市民との協働による緑づくり 

 

身近な緑のまちづくり，ビオトープの管理など

緑を「まもり」，「つくり」，「育て」，「楽し

む」行動を市民とともに進めていきます。 

緑の保全 

（１）民有地緑化の推進 

（２）緑化基準の運用 

（１）市民等が気軽に参加できる，緑のまちづくりの仕組づくり 

（２）市民との協働による花のまちづくりの推進 

（３）市民との協働による公園等の利活用 

（４）市民との協働による緑の保全 

（１）身近な公園・緑地等の整備 

（２）街路樹の整備 

（３）良好な歩行空間の整備 

多面的な緑の保全 

魅力向上に向けた公園

等の整備 

市街地内の身近な公園 

等の整備 

市民との協働による 

緑のまちづくりの推進 

災害に対応した公園の 

整備，緑地の保全 

（１）偕楽園・千波湖周辺を中心とした水と緑の空間の保全と再生 

（２）上市特別緑地保全地区の保存と適正な管理の推進 

（３）緑地の保全 

（４）農用地等の保全 

（１）動植物の生息・生育環境の保全 

（２）水辺環境の保全 

（３）歴史的・文化的環境の保存と活用 

（１）広域避難場所となる公園等における防災機能の充実 

（２）市街地内の防災公園等の整備の推進 

（３）延焼遮断帯の役割を担う緑地等の保全 

１ 

１ 

２ 

３ 

１ 

２ 

１ 

（１）地域拠点となる公園・緑地の整備 

１）偕楽園・千波公園    ６）森林公園周辺 

２）大塚池公園       ７）保和苑周辺 

３）七ツ洞公園 

４）（仮称）東部公園 

５）植物公園 

１ 

２ 

３ 

４ 

緑の将来像 

みんなでつくる緑豊かなまち 

目標指標 

基本理念 
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第４ 施策の展開 

基本方針１ 緑の保全，緑化の推進 

１ 緑の保全 

本市は，東には那珂川と低地の農地，北西部の丘陵地には豊かな樹林地，中央・南部を中心とし

た台地端部の斜面樹林地，台地上には畑地等の農地と樹林地，低地には水田があり，これらがまち

を取り囲む緑となっています。こうした地形との関係の上に成立し，まちを取り囲む緑と那珂川，

桜川などの水辺の軸を，本市の特徴的な緑の骨格として保全し，次世代に継承していきます。 

 

（１）偕楽園・千波湖周辺を中心とした水と緑の空間の保全と再生 

偕楽園・千波湖周辺地区は，中心市街地の一部を形成する本市のシンボル空間となってお

り，市街地に残る豊かな自然景観の保全・形成に向け，風致地区における規制等の適正な運用

や現況を踏まえた規制内容などの見直しを図ります。 

 

（２）上市特別緑地保全地区の保存と適正な管理の推進 

上市特別緑地保全地区は，1993（平成 5）年に都市緑地法に基づいて指定された，約 24 ヘ

クタールの緑地です。当地区は市街地に接しているため，都市環境における風致・景観上の重

要な位置にあり，また，住環境上も市民生活と密着した貴重な樹林地としての役割を果たして

います。今後も引き続き適正な管理を促進するとともに，那珂川等の河川沿いの緑地帯の維持

を図ります。 

 

（３）緑地の保全 

現存する緑地は，良好な都市環境を形成する都市を取り巻く緑地として，以下の制度により

引き続き保全します。 

 

１）保安林制度の適正な運用 

「森林法」に基づき，北西部の丘陵地に，水源涵養，災害防備（土砂流出防備・土砂崩壊

防備・干害防備），風致保安などの公益目的のために 10 箇所 72.6 ヘクタールが保安林に指

定されています。森林の機能を確保するため，立木の伐採や土地の形質の変更等が規制さ

れ，民間林における一定の行為については県知事の許可又は届出が必要となります。引き続

き，茨城県と連携して，保安林制度を適正に運用します。 
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２）森林計画制度の適正な運用 

「森林法」に基づき，地域森林計画（県内の森林整備及び保全の基本的事項について県が

定める。）で対象とされている民有林（国が所有する国有林以外の森林）について，茨城県

地域森林計画において，伐採，造林，保育等の森林整備の規範となる基本的事項等を定めて

います。地域森林計画対象民有林（保安林以外）で 森林所有者などが森林の立木を伐採する

場合は，市への事前の届出が義務づけられるなど，行政による森林状況の把握が行われ，必

要な場合は指導が行われます。また，面積が 1 ヘクタールを超える開発行為等を行う場合

は，森林の有する公益的機能を阻害しないよう，県の林地開発許可が必要です。引き続き，

茨城県と連携して，民有林における適正な保全と利用の推進に努めます。 

 

３）保存樹・保存樹林地の指定による維持管理の支援 

市内の既存樹林等については，「水戸市緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に基づき

平成 28 年 4 月現在，保存樹 206 本，保存樹林地 655,785 平方メートルを指定しています。

保存樹，保存樹林については，適正な維持管理の支援を図るとともに，新規の指定に努めま

す。 

 

４）風致地区の適切な運用 

本市中心部の偕楽園及び千波公園周辺のエリアは，緑豊かな自然環境を保全するため，7

箇所 539.2 ヘクタールを風致地区に指定しています。風致地区内では建築物の高さや建ぺい

率，壁面の後退距離のほか，緑地率が定められており，建築物の新増改築や宅地造成，木竹

の伐採等の行為は市長の許可が必要となります。引き続き，風致地区の適切な維持・保全に

努めます。 

 

（４）農用地等の保全 

農業振興地域の整備に関する法律に基づき，農業振興地域内において農業上の利用を確保す

べき土地として，その地域一帯の農業の振興を図るため位置付けられています。 

農業振興地域内の農用地については，農村景観・自然環境の保護に繋がる農業の多面的機能

の維持・発揮のための地域活動や営農活動を支援するとともに，農地法に基づく農地の適正な

利用を図り，優良農地の確保を進めながら，農地の流動化を図り，意欲的な担い手に農地を集

積し，農地の利用を促進することにより，耕作放棄地の解消と農用地等の保全に努めます。 
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基本方針１ 緑の保全，緑化の推進 

２ 多面的な緑の保全 

緑や水には，動植物の生息・生育できる環境となることや，二酸化炭素を吸収・固定し地球温暖

化を防止し，気象を緩和する環境的な機能，人の心にうるおいや安らぎを与え，自然とのふれあい

やレクリエーションの場となるなど多面的な機能があります。 

また，本市には 400 年を超える城下町として発展してきた歴史や文化があり，日本三名園の一つ

である偕楽園や水戸城跡などに残る緑は，まちの風格をつくりだしています。 

こうした多面的な緑は生活に不可欠な要素であり，緑の持つこれらの機能を最大限に発揮できる

よう，保全と活用を進めていきます。 

 

（１）動植物の生息・生育環境の保全 

本市の西北部の丘陵地は，自然とのふれあいやレクリエーションの場として活用されている

とともに，動植物の生息・生育できる環境として貴重な樹林地が広がっています。このため，

現存する樹林地をはじめとした自然の保全と再生に努めます。 

 

１）自然環境の保全とふれあいの場の提供 

・動植物の生息・生育できる環境として，また，レクリエーション，自然体験学習の場や緑に

親しめる空間として，樹林地をはじめとした自然の保全を図るとともに，賑わいある交流拠

点の形成を図ります。 

・在来種の生態のかく乱が危惧されていることから，生物多様性保全のため外来種の防除を進

めます。 

・動植物の生息・生育環境や生物多様性への理解を深める，環境学習会の支援や環境学習拠点

の整備を検討します。 

 

２）動植物の生息・生育できる環境の保全活動への支援 

・生物の多様性を育むビオトープ整備や美化活動など，市民が主体となった環境保全活動の支

援に努めます。 

  


