第２次旭川市緑の基本計画アクションプログラム進行管理表【令和元年度版】
施策体系

施策の概要

実施主体

平成28年度

資料 ２－２
平成29年度

取組内容
平成30年度

令和元年度

令和２年度

a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出
a-1 骨格となるみどりの保全・活用
a-1-1 特徴のある大きな公園の整備

・特徴ある大きな公園の整備を，既存公園
の整備を含めて進める
・観光や地域づくりの拠点となる公園の整 公園みどり課
備，機能強化
・防災拠点となる公園の整備

予定

・東光スポーツ公園の整備
・常磐公園の改修

・東光スポーツ公園の整備
・常磐公園の改修

・東光スポーツ公園の整備

実績

・東光スポーツ公園複合体育館基本
設計，園路広場整備工事
・常磐公園園路広場整備工事

・東光スポーツ公園複合体育館実施
設計，調査
・東光スポーツ公園第三野球場実施
設計，整備

・東光スポーツ公園第三野球場整備
・東光スポーツ公園武道館整備
・東光スポーツ公園東側駐車場整備

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

・東光スポーツ公園の整備
(園路広場，南側駐車場)

・東光スポーツ公園の整備
(園路広場，球技場照明)

・幹線道路の整備に伴う植栽
・シンボル路線の選定

・幹線道路の整備に伴う植栽
・シンボル路線の選定

・緑地保全の制度設計及び区域の検
討
・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・森林整備

・緑地保全の制度設計及び区域の検
討
・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・森林整備

・既存公園の充実
・民間資金活用の検討

・既存公園の充実
・民間資金活用の検討

・シンボル路線の選定
・シンボル路線のネットワーク化

・道路整備に伴う植栽（R2以降）
・シンボル路線の選定
・シンボル路線のネットワーク化

・民間及び公共敷地の緑化誘導制度
の検討

・民間及び公共敷地の緑化誘導制度
の検討

予定どおり

【重点】a-1-2 まちのシンボルとなる道路緑化の推進
・道路緑化指針の改定
予定
・市街地の幹線道路等を中心に，風格とボ
・幹線道路の整備に伴う植栽
リューム感のある樹木の育成，保全
公園みどり課
・市内の主要道路において緑にあふれた道
土木建設課
・道路緑化指針の改定
路緑化づくりを進める
実績
土木事業所
・幹線道路の整備に伴う植栽
･既存のシンボル並木の保全
･道路緑化整備指針の見直し
進行状況
予定どおり
特記事項

・道路緑化指針の改定
・幹線道路の整備に伴う植栽
・シンボル路線の選定
・道路緑化指針の改定(H29.8)
・幹線道路の整備に伴う植栽
・シンボル路線の選定
予定どおり

・幹線道路の整備に伴う植栽
・シンボル路線の選定
・幹線道路の整備に伴う植栽
・シンボル路線の選定
予定どおり
植樹桝(帯)の設置のみ，植栽は未実施

【重点】a-1-3 グリーンベルト形成の促進
・主要河川や丘陵地，外縁部の農地等のみ
どりを保全･創出し，みどりに包まれたまち
をつくる
予定
・緑地帯と融合した農地の保全や市民農園
等の整備誘導
公園みどり課
・豊かな自然環境を体感できる河川や丘陵
環境総務課
地とつながる緑地帯の形成
農政課
・核となる公園緑地の配置や避難地･避難路
農林整備課
実績
となる緑地帯の形成
・平野部のみどりの背景をつくる緑地帯の
形成
・フットパスなどによるネットワークの形
進行状況
成や都市ゲートとなる緑地帯の形成
特記事項

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・森林整備

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・森林整備

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・森林整備

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・森林整備

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・森林整備

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・森林整備

予定どおり

予定どおり

予定どおり

a-2 中心市街地の潤いづくりの推進
a-2-1 拠点となる都心の公園の快適性向上
・常磐公園の改修
予定
・常磐公園や神楽岡公園など既存公園の改
・既存公園の充実
修等を進め快適性を向上させる
・老朽化した遊具や外柵等を計画的
実績
・施設整備については，例えばPark-PFI方 公園みどり課
に改修
式に代表される民間事業者との協働による
進行状況
予定どおり
整備を検討する。
特記事項

・常磐公園の改修
・既存公園の充実
・老朽化した遊具や外柵等を計画的
に改修
予定どおり

・既存公園の充実
・老朽化した遊具や外柵等を計画的
に改修
予定どおり

a-2-2 都心のみどりのネットワーク形成
・シンボリックな街路樹の通りの延長や無
公園みどり課
せん定路線の保全により，緑視率を高める
土木建設課
とともに，河川と市街地をつなぐ質の高い
土木事業所
みどりのネットワークを形成する

予定

－

・シンボル路線の選定

・シンボル路線の選定
・シンボル路線のネットワーク化

実績

－

・シンボル路線の選定

・シンボル路線の選定

進行状況
特記事項

未着手

予定どおり

予定どおり

【重点】a-2-3 都心緑化の推進（民間敷地，屋上･壁面緑化）

・民間や公共施設の緑化の推進・誘導を進
公園みどり課
め，中心市街地の潤いづくりを進める

予定

－

実績

－

進行状況
特記事項

未着手

・民間及び公共敷地の緑化誘導制度
の検討
・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)
に基づく民間敷地の緑化の推進
予定どおり
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・民間及び公共敷地の緑化誘導制度
の検討
・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)
に基づく民間敷地の緑化の推進
予定どおり

施策体系

施策の概要

実施主体

取組内容
平成30年度

平成28年度

平成29年度

－

－

－

－

－

未着手

未着手

未着手

令和元年度

令和２年度

a-3 旭川らしいみどりのブランド戦略づくり
a-3-1 みどりのブランド戦略の策定
予定
・みどりや自然を楽しむ生活文化が定着す
るように戦略的展開メニューを設定する
実績
公園みどり課
・市民をはじめ観光客や来訪者へのマーケ
ティング･情報発信を進める
進行状況
特記事項

・ブランド戦略の策定

・ブランド戦略の策定

・ブランド戦略の策定

a-3-2 まちへ迎える緑化の推進（道路・ＪＲ沿線の緑化など）
・道路緑化指針の改定
・市民花壇づくり支援花株の助成
・道路緑化指針の改定
・市民花壇づくり支援花株の助成114
団体
予定どおり

・道路緑化指針の改定
・市民花壇づくり支援花株の助成
・市民花壇づくり支援花株の助成
・市民花壇づくり支援花株の助成
・道路緑化指針の改定(H29.8)
・市民花壇づくり支援花株の助成113
・市民花壇づくり支援花株の助成110
団体
団体
予定どおり
予定どおり

予定

・食や農に関するセミナー・イベン
ト開催
・市民農園開設に伴う支援
・市民農園の貸出・家庭菜園講習会
の実施
・北彩都ガーデン「農のガーデン」
の展示

・食や農に関するセミナー・イベン
ト開催
・市民農園開設に伴う支援
・市民農園の貸出・家庭菜園講習会
の実施
・北彩都ガーデン「農のガーデン」
の展示

・食や農に関するセミナー・イベン
ト開催
・市民農園開設に伴う支援
・市民農園の貸出・家庭菜園講習会
の実施
・北彩都ガーデン「農のガーデン」
の展示

実績

・食や農に関するセミナー・イベン
ト開催
・市民農園の貸出・家庭菜園講習会
の実施

・食や農に関するセミナー・イベン
ト開催
・市民農園の貸出・家庭菜園講習会
の実施

・農に関するセミナー・イベント開
催
・市民農園の貸出・家庭菜園講習会
の実施

予定
・ゲート並木やメルヘン街道整備を進める
・まちへ迎える国道･道々の環境整備を働き 土木建設課
実績
かける
土木事業所
・道路花壇づくりにより沿道の環境整備を 公園みどり課
進める
進行状況
特記事項

・市民花壇づくり支援花株の助成

【重点】a-3-3 田園文化の育成･創造

公園みどり課
・家庭菜園や市民農園･ガーデンに関するセ
農政課
ミナー・イベントの開催，知識の普及や市
農業振興課
民交流の機会拡大を図る
農業センター

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

・食や農に関するセミナー・イベン
ト開催
・市民農園開設に伴う支援
・市民農園の貸出・家庭菜園講習会
の実施
・北彩都ガーデン「農のガーデン」
の展示

・食や農に関するセミナー・イベン
ト開催
・市民農園開設に伴う支援
・市民農園の貸出・家庭菜園講習会
の実施
・北彩都ガーデン「農のガーデン」
の展示

・他都市の公園やガーデンとの連携

・他都市の公園やガーデンとの連携

・既存親水施設の改築

・既存親水施設の改築

・旭川冬まつりの開催
・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利
用
・雪押し場としての公園利用

・旭川冬まつりの開催
・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利
用
・雪押し場としての公園利用

予定どおり

a-3-4 みどりの広域連携の展開（自然･公園･ガーデン街道等）
予定
・他都市の公園やガーデンとの連携
・河川や農業，森林施設の広域連携を図
り，みどりの一体的な保全やネットワーク
公園みどり課
化を図る
実績
－
農政課
・「花人街道２３７」「シーニックバイ
観光課
ウェイ北海道」「北海道ガーデン街道」な
どの広域的取り組みと連携を図る
進行状況
未着手
特記事項

・他都市の公園やガーデンとの連携

・他都市の公園やガーデンとの連携

・近郊ガーデンとのSNSを利用した
キャンペーンを展開し，連携を図っ
た。

・近郊ガーデンとのSNSを利用した
キャンペーンを展開し，連携を図っ
た。

予定どおり

予定どおり

a-4 にぎわいを生む彩りあるみどりづくり
a-4-1 水に親しめる空間づくり（橋詰空間を含む）
予定
・既存親水施設の改築
・生物多様性を意識し河川のみどりの質を
高める
公園みどり課
・川との接点である橋詰広場を修景し河川
実績
・既存親水施設の維持管理
土木事業所
と橋の風景を楽しめる場所とする
水道局
・せせらぎ水路など親水施設のある公園で
進行状況
予定どおり
は，維持管理の充実や更新を実施する
特記事項

・既存親水施設の改築

・既存親水施設の改築

・既存親水施設の維持管理

・既存親水施設の維持管理

予定どおり

予定どおり

a-4-2 冬の魅力づくり

・雪あかりや野鳥が観察できる施設，歩く
スキーコースなど，冬の公園を楽しむため
の運用を進める
公園みどり課
・雪押し場としての有効利用
スポーツ課
・雪に映える街路樹の植栽
観光課
・屋内に閉じこもりがちな冬の屋外活動を
促すため，ウインターイベントの開催

予定

・旭川冬まつりの開催
・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利
用
・雪押し場としての公園利用

・旭川冬まつりの開催
・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利
用
・雪押し場としての公園利用

・旭川冬まつりの開催
・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利
用
・雪押し場としての公園利用

実績

・旭川冬まつりの開催
・歩くスキーやちびっこスキー場な
ど冬を楽しむ公園利用
・雪押し場としての公園利用

・旭川冬まつりの開催
・歩くスキーやちびっこスキー場な
ど冬を楽しむ公園利用
・雪押し場としての公園利用

・旭川冬まつりの開催
・歩くスキーやちびっこスキー場な
ど冬を楽しむ公園利用
・雪押し場としての公園利用

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり
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予定どおり

施策体系

施策の概要

実施主体

平成28年度

平成29年度

取組内容
平成30年度

・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・市民花壇づくり支援花株の助成
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
ゼント
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・市民花壇づくり支援花株の助成110
団体
・住宅新築苗木のプレゼント30本
予定どおり

・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・市民花壇づくり支援花株の助成
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
ゼント
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・市民花壇づくり支援花株の助成113
団体
・住宅新築苗木のプレゼント17本
予定どおり

・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・市民花壇づくり支援花株の助成
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
ゼント

・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・市民花壇づくり支援花株の助成
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
ゼント

・既存公園の施設改修・新設

・既存公園の施設改修

・既存公園の施設改修
・長寿命化計画の見直し

・花咲スポーツ公園の機能強化
・地域ニーズにあわせた健康遊具の
設置

・花咲スポーツ公園の機能強化
・地域ニーズにあわせた健康遊具の
設置

・計画策定

・統廃合の実施

令和元年度

令和２年度

a-4-3 ガーデニングや窓辺緑化の普及
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
予定
・市民花壇づくり支援花株の助成
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
・講習会等の開催によるガーデニングの普
ゼント
及啓発
・道路の植樹桝を活用した花壇づくり
・北彩都ガーデンサポーター活動
公園みどり課
・ガーデンツアーの実施や，住宅・企業の
・ガーデン見学会・講習会の開催
窓辺緑化を展開し，それらを助成する仕組
実績
・市民花壇づくり支援花株の助成114
みを進める
団体
・住宅新築苗木のプレゼント32本
進行状況
予定どおり
特記事項

b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出
b-1 多世代が多様に楽しめる公園づくり
【重点】b-1-1 地域ニーズにあわせた身近な公園の再整備･新設
予定
・既存公園の施設改修・新設
･古くなった既存公園の再整備
･身近な公園の新規整備
実績
・既存公園の施設改修・新設
公園みどり課
･多様な機能を持った公園整備･役割分担の
実施
進行状況
予定どおり
特記事項

・既存公園の施設改修・新設
・長寿命化計画の見直し
・既存公園の施設改修・新設
・長寿命化計画の見直し
予定どおり

・既存公園の施設改修・新設
予定どおり

【重点】b-1-2 コミュニティや子育て･健康を育む公園機能の強化
・地域コミュニティや子育て交流の育みや
健康づくりが可能な施設の導入
公園みどり課
・安心して子どもたちを見守ることができ
る場所の整備

・花咲スポーツ公園の機能強化
・地域ニーズにあわせた健康遊具の
設置

・花咲スポーツ公園の機能強化
・地域ニーズにあわせた健康遊具の
設置

・花咲スポーツ公園の機能強化
・地域ニーズにあわせた健康遊具の
設置

・花咲スポーツ公園硬式野球場内野
スタンドバリアフリー化改修設計
進行状況
予定どおり
特記事項

・花咲スポーツ公園硬式野球場バリ
アフリー化改修工事
予定どおり

・花咲スポーツ公園硬式野球場バリ
アフリー化改修工事
予定どおり

予定
実績

b-1-3 児童遊園の充実と統廃合の検討
予定
・一定規模以上の児童遊園は地区内の公園
の整備状況を踏まえ，適切な施設更新や再
実績
整備を実施
公園みどり課
・規模の小さいものや使われていない児童
進行状況
遊園の統廃合や機能分担を図る
特記事項

－

－

・現状の把握

－

－

・現状の把握

未着手

未着手

予定どおり

b-2 地域ぐるみのみどりと花づくりの推進
【重点】b-2-1 花による緑化の推進
・シンボル花壇の造成
・市民協力花壇づくり支援
･公共公益施設の窓辺における花による装飾
・シンボル花壇の造成
実績
･市民との協働による主要幹線道路での花に 公園みどり課
・市民協力花壇づくり支援
よる道路修景
進行状況
予定どおり
特記事項
予定

・シンボル花壇の造成
・市民協力花壇づくり支援
・シンボル花壇の造成
・市民協力花壇づくり支援
予定どおり

・シンボル花壇の造成
・市民協力花壇づくり支援
・シンボル花壇の造成
・市民協力花壇づくり支援
予定どおり

・シンボル花壇の造成
・市民協力花壇づくり支援

・シンボル花壇の造成
・市民協力花壇づくり支援

・みどりのリサイクル事業

・みどりのリサイクル事業

・みどりのリサイクル事業

・みどりのリサイクル事業

・民有地の樹木14本移植

・民有地の樹木4本移植

中期計画(H33～着手予定)

中期計画(H33～着手予定)

b-2-2 再利用樹木事業の展開
予定
・みどりのリサイクル事業
・維持管理が困難となった民間や公共施設
の樹木を，緑化事業や市民に活用してもら
実績
・民有地の樹木10本移植
う再利用樹木事業を展開する
公園みどり課
・事業の周知や情報提供を積極的に進め，
進行状況
予定どおり
効果的な展開を図る仕組みづくりを進める
特記事項

予定どおり

予定どおり

b-2-3 空地や残地の緑化推進
予定
・中期計画(H33～着手予定)
・土地所有者や町内会と連携を図り，空地･
残地の花壇造成や植栽により地域の環境改 公園みどり課
実績
―
善を図る
土木建設課
・道路用地の残地などの緑化を図り，みど 都市計画課
進行状況
未着手
りづくりを積極的に進める
特記事項

・中期計画(H33～着手予定)

中期計画(H33～着手予定)

―

―

未着手

未着手
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施策体系

施策の概要

実施主体

平成28年度

平成29年度

取組内容
平成30年度

令和元年度

令和２年度

b-3 地域のシンボルとなるみどりづくり
b-3-1 貴重な樹木の保全（保護樹･保護樹林の指定，路傍樹，社寺林）
・「旭川市を緑にする会」への支援
予定
・名木や景観上重要な樹木，樹林の指定や
・景観重要樹木の指定検討
保全を図る
公園みどり課
・道路拡幅などによる路傍樹の保全
都市計画課
実績
・「旭川市を緑にする会」への支援
・豊かな樹林を有する神社のみどりの保
護・保全を図る
進行状況
予定どおり
特記事項

・「旭川市を緑にする会」への支援
・景観重要樹木の指定検討

・「旭川市を緑にする会」への支援
・景観重要樹木の指定検討
・社寺林の調査

・民有地の緑化についての制度検討
・緑が丘地域複合コミュニティ施設
の整備
・民有地の緑化についての制度検討
・緑が丘地域複合コミュニティ施設
の整備
予定どおり

・民有地の緑化についての制度検討
・緑が丘地域複合コミュニティ施設
の整備

・民有地の緑化についての制度検討

・公園利用の柔軟な運用
・公園を利用した地域イベントの開
催誘導
・公園を利用した地域イベントの開
催
予定どおり

・公園利用の柔軟な運用
・公園を利用した地域イベントの開
催誘導
・公園を利用した地域イベントの開
催
予定どおり

・公園利用の柔軟な運用
・公園を利用した地域イベントの開
催誘導

・公園利用の柔軟な運用
・公園を利用した地域イベントの開
催誘導

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・眺望ポイントの調査
・関係機関との協議

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・眺望ポイントの調査
・関係機関との協議

・若者の郷市民農園貸出及び市民農
園開設支援
・農業センターにおける農園の貸出
及び講習会の開催

・若者の郷市民農園貸出及び市民農
園開設支援
・農業センターにおける農園の貸出
及び講習会の開催

・「旭川市を緑にする会」への支援
・景観重要樹木の指定検討

・「旭川市を緑にする会」への支援
・景観重要樹木の指定検討

・「旭川市を緑にする会」への支援

・「旭川市を緑にする会」への支援

予定どおり

予定どおり

b-3-2 地域ごとのみどりのシンボルづくり

・地区センター，児童会館，大規模商業施
公園みどり課
設などの地域の核となる敷地内の緑化

予定

・緑が丘地域複合コミュニティ施設
の整備

・民有地の緑化についての制度検討
・緑が丘地域複合コミュニティ施設
の整備

実績

・緑が丘地域複合コミュニティ施設
の整備

・緑が丘地域複合コミュニティ施設
の整備

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

b-3-3 地域行事を支える公園づくり
・公園利用の柔軟な運用
・公園を利用した地域イベントの開
催誘導
・日常利用に配慮し，地域イベントを活発
・公園を利用した地域イベントの開
に実施できるよう，必要に応じ公園の改修 公園みどり課
実績
催
や使用許可の柔軟な運用を進める
進行状況
予定どおり
特記事項
予定

b-4 田園生活を楽しむみどりづくり
b-4-1 農地の保全活用
・休耕地や転作農地は地権者の協力を得な
がら花畑やプレイグラウンドとして活用を
図る
公園みどり課
・農村風景が特徴的な眺望ポイントについ
農政課
ては関係機関と協議し，場所の設置検討を
都市計画課
進める
・フットパスなど歩いて地域風景を楽しめ
るネットワークをつくる

予定

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・眺望ポイントの調査
・関係機関との協議

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・眺望ポイントの調査
・関係機関との協議

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・眺望ポイントの調査
・関係機関との協議

実績

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・眺望ポイントの検討
・関係機関との協議

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・眺望ポイントの検討
・関係機関との協議

・旭川農業振興地域整備計画の策
定・変更
・眺望ポイントの検討
・関係機関との協議

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

予定どおり

b-4-2 市民農園の充実
予定

・生産や収穫の体験ができる市民農園の整
備を進める
農政課
・家庭菜園の講習会の開催や貸農園の整備
農業センター
運営を支援する
・農作物育成の知識や普及啓発を図る

・若者の郷市民農園貸出及び市民農
園開設支援
・農業センターにおける農園の貸出
及び講習会の開催

・江丹別若者の郷における市民農園
の貸し出し55件
・新規市民農園開設に伴う相談支援2
件
実績
・農業センターにおける市民農園の
貸し出し108区画
・農業センター主催の家庭菜園講習
会年間4回
進行状況
予定どおり
特記事項

・若者の郷市民農園貸出及び市民農
園開設支援
・農業センターにおける農園の貸出
及び講習会の開催
・江丹別若者の郷における市民農園
の貸し出し34件
・新規市民農園開設に伴う相談支援1
件
・農業センターにおける市民農園の
貸し出し108区画
・農業センター主催の庭菜園講習会
年間4回
予定どおり
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・若者の郷市民農園貸出及び市民農
園開設支援
・農業センターにおける農園の貸出
及び講習会の開催
・江丹別若者の郷における市民農園
の貸し出し48件
・農業センターにおける市民農園の
貸し出し108区画
・農業センター主催の庭菜園講習会
年間3回
予定どおり

施策体系

施策の概要

実施主体

平成28年度

取組内容
平成30年度

平成29年度

令和元年度

令和２年度

【重点】b-4-3 ガーデニングや食など田園文化の創出

･北彩都ガーデンにおいて，モデルとなる
ガーデンづくりや交流の促進，知識の普及
を進める
公園みどり課
･江丹別若者の郷，農業センターで農作物や
農政課
畜産物の加工体験を充実する
農業センター
･民間農園等における農作物の収穫･賞味機
会の拡大

予定

・市民農園の貸出及び農・畜産加工
体験の実施
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・個人ガーデンのバスツアー

・市民農園の貸出及び農・畜産加工
体験の実施
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・個人ガーデンのバスツアー

・市民農園の貸出及び農・畜産加工
体験の実施
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・個人ガーデンのバスツアー

実績

・市民農園の貸出及び農・畜産加工
体験の実施
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・個人ガーデンのバスツアー

・市民農園の貸出及び農・畜産加工
体験の実施
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・個人ガーデンのバスツアー

・市民農園の貸出及び農・畜産加工
体験の実施
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・個人ガーデンのバスツアー

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

・市民農園の貸出及び農・畜産加工
体験の実施
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・個人ガーデンのバスツアー

・市民農園の貸出及び農・畜産加工
体験の実施
・北彩都ガーデンサポーター活動
・ガーデン見学会・講習会の開催
・個人ガーデンのバスツアー

・公園愛護協力会による管理

・公園愛護協力会による管理

予定どおり

c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出
c-1 市民協働の促進
c-1-1 住民参加による公園づくりの推進
予定
・公園愛護協力会による管理
・整備完了後においても維持管理や運用に
ついて住民参加を促す
実績
・387団体
公園みどり課
・地域団体のグランドワーク活動による公
園の整備
進行状況
予定どおり
特記事項

・公園愛護協力会による管理

・公園愛護協力会による管理

・397団体

・399団体
予定どおり

予定どおり

【重点】c-1-2 多様な担い手の育成と連携の強化
・自然共生ネットワーク活動の支援
・「旭川市を緑にする会」への支援
・市民やＮＰＯ法人，企業等による活動の
・市民活動団体の交流支援
情報発信の支援や担い手間の交流の支援す
・自然共生ネットワーク参加団体数
公園みどり課
る
実績
15団体
環境総務課
・自然や環境に係る市民団体間相互の連
・みどりの回廊展参加人数794人
携，交流，情報交換等を通じた活動の充実
進行状況
予定どおり
特記事項
予定

・自然共生ネットワーク活動の支援
・「旭川市を緑にする会」への支援
・市民活動団体の交流支援
・自然共生ネットワーク参加団体数
16団体
・みどりの回廊展参加人数592人
予定どおり

・自然共生ネットワーク活動の支援
・「旭川市を緑にする会」への支援
・市民活動団体の交流支援
・自然共生ネットワーク参加団体数
16団体
・みどりの回廊展参加人数374人
予定どおり

・自然共生ネットワーク活動の支援
・「旭川市を緑にする会」への支援
・市民活動団体の交流支援

・自然共生ネットワーク活動の支援
・「旭川市を緑にする会」への支援
・市民活動団体の交流支援

・みどりに関わる町内会、活動団体
等への支援
・花フェスタの開催支援
・みどりに関わる町内会、活動団体
等への支援
・花フェスタ来場者数137,000人
予定どおり

・みどりに関わる町内会、活動団体
等への支援
・花フェスタの開催支援
・みどりに関わる町内会、活動団体
等への支援
・花フェスタ来場者数132,000人
予定どおり

・みどりに関わる町内会、活動団体
等への支援
・花フェスタの開催支援

・みどりに関わる町内会、活動団体
等への支援
・花フェスタの開催支援

・公園の長寿命化の実施

・公園の長寿命化の実施

・公園の長寿命化の実施
・公園施設長寿命化計画の見直し

・落葉・せん定枝のリサイクル
・施設灯のＬＥＤ化
・腐葉土づくり講習会の開催

・落葉・せん定枝のリサイクル
・施設灯のＬＥＤ化
・腐葉土づくり講習会の開催

c-1-3 市民主体の緑化活動の支援
・みどりに関わる町内会、活動団体
等への支援
・町内会，商店街，ＮＰＯ法人などの既存
・花フェスタの開催支援
組織と連携し地域の緑化を進める
・みどりに関わる町内会、活動団体
・既存の緑化活動を実施している団体に支 公園みどり課
実績
等への支援
援する
・花フェスタ来場者数149,500人
・新たな緑化活動団体の掘り起こし
進行状況
予定どおり
特記事項
予定

c-2 持続可能な公園づくり
【重点】c-2-1 公園施設の長寿命化の推進
・公園施設のデータベース化を進め，長寿
命化のための計画的な維持管理･更新を実施 公園みどり課
する

予定

・公園の長寿命化の実施

実績

・公園の長寿命化の実施

進行状況
特記事項

予定どおり

・公園の長寿命化の実施
・公園施設長寿命化計画の見直し
・公園の長寿命化の実施
・公園施設長寿命化計画の見直し
予定どおり

・公園の長寿命化の実施
予定どおり

c-2-2 リサイクル事業や省エネルギー化の推進
・落ち葉を腐葉土にするなどの再利用を促
予定
進する
・草刈り後の集草作業の未実施，せん定枝
公園みどり課
のチップ化など循環型の公園の維持管理を
実績
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
進める
・公園灯のLED化や再生可能エネルギーの活
進行状況
用を進める
特記事項

・落葉・せん定枝のリサイクル
・施設灯のＬＥＤ化
・腐葉土づくり講習会の開催
・落葉・せん定枝のリサイクル
・施設灯のＬＥＤ化
・腐葉土づくり講習会の開催
予定どおり

・落葉・せん定枝のリサイクル
・施設灯のＬＥＤ化
・腐葉土づくり講習会の開催
・落葉・せん定枝のリサイクル
・施設灯のＬＥＤ化
・腐葉土づくり講習会の開催
予定どおり
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・落葉・せん定枝のリサイクル
・施設灯のＬＥＤ化
・腐葉土づくり講習会の開催
・落葉・せん定枝のリサイクル
・施設灯のＬＥＤ化
・腐葉土づくり講習会の開催
予定どおり

施策体系

施策の概要

実施主体

平成28年度

平成29年度

取組内容
平成30年度

令和元年度

令和２年度

c-2-3 地域連携による公園管理と弾力運用
・公園愛護協力会による維持管理
予定
・冬の雪押し場として活用
・指定管理者による管理制度の充実や市民
・公園愛護協力会による維持管理
との協働により管理運営の質的向上を図る
実績
公園みどり課
・冬の雪押し場申請公園数53件
・公園利用の弾力的な運用方策の導入を図
る
進行状況
予定どおり
特記事項

・公園愛護協力会による維持管理
・冬の雪押し場として活用
・公園愛護協力会による維持管理
・冬の雪押し場申請公園数10件
予定どおり

・公園愛護協力会による維持管理
・冬の雪押し場として活用
・公園愛護協力会による維持管理
・冬の雪押し場申請公園数27件
予定どおり

・公園愛護協力会による維持管理
・冬の雪押し場として活用

・公園愛護協力会による維持管理
・冬の雪押し場として活用

・ふるさと納税との連携
・都市緑化のＰＲ
・活用事業の絞込み
・ふるさと納税との連携
・都市緑化のＰＲ
・活用事業の絞込み
予定どおり

・ふるさと納税との連携
・都市緑化のＰＲ
・活用事業の絞込み
・ふるさと納税との連携
・都市緑化のＰＲ
・活用事業の絞込み
予定どおり

・ふるさと納税との連携
・都市緑化のＰＲ
・活用事業の絞込み

・ふるさと納税との連携
・都市緑化のＰＲ
・活用事業の絞込み

予定

・景観重要樹木の指定のための調査
検討
・景観計画重点地区における緑化の
誘導
・緑の保全制度の選択のための検討

・景観重要樹木の指定のための調査
検討
・景観計画重点地区における緑化の
誘導
・緑の保全制度の選択のための検討

・景観重要樹木の指定のための調査
検討
・景観計画重点地区における緑化の
誘導
・緑の保全制度の選択のための検討

・景観重要樹木の指定のための調査
検討
・景観計画重点地区における緑化の
誘導
・緑の保全制度の選択のための検討

・景観重要樹木の指定のための調査
検討
・景観計画重点地区における緑化の
誘導
・緑の保全制度の選択のための検討

実績

・景観重要樹木の指定のための調査
検討
・景観計画重点地区における緑化の
誘導

・景観重要樹木の指定のための調査
検討
・景観計画重点地区における緑化の
誘導

・景観重要樹木の指定のための調査
検討
・景観計画重点地区における緑化の
誘導

・景観協定の周知
・緑地に関する協定等の制度検討
・「緑地の回復に関する指導要領」
に基づく事前協議

・景観協定の周知
・緑地に関する協定等の制度検討
・「緑地の回復に関する指導要領」
に基づく事前協議

・中期計画(H33～着手予定)

・中期計画(H33～着手予定)

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

c-3 みどりづくりを支える制度や仕組みづくり
c-3-1 緑化基金の見直し
・ふるさと納税との連携
・都市緑化のＰＲ
・活用事業の絞込み
・ふるさと納税との連携
・基金の抜本的見直しを実施し，財源のあ
公園みどり課
実績
・都市緑化のＰＲ
り方や活用事業などを検討，改善する
・活用事業の絞込み
進行状況
予定どおり
特記事項
予定

【重点】c-3-2 景観づくり基本計画との連携や緑の保全制度の活用

･景観づくり基本計画に沿ったみどりづくり
を推進
･大規模な公共公益施設や土木施設について
公園みどり課
は，みどりの景観づくりのモデルとなる整
都市計画課
備を進める
･市内に残された貴重なみどりを法律に基づ
く制度を通じて保全する

進行状況
予定どおり
特記事項 緑の保全制度の選択のための検討は未着手

予定どおり

予定どおり

緑の保全制度の選択のための検討は未着手

緑の保全制度の選択のための検討は未着手

予定

・景観協定の周知
・緑地に関する協定等の制度検討
・「緑地の回復に関する指導要領」
に基づく事前協議

・景観協定の周知
・緑地に関する協定等の制度検討
・「緑地の回復に関する指導要領」
に基づく事前協議

・景観協定の周知
・緑地に関する協定等の制度検討
・「緑地の回復に関する指導要領」
に基づく事前協議

実績

・景観協定の周知
・緑地に関する協定等の制度検討
・「緑地の回復に関する指導要領」
に基づく事前協議

・景観協定の周知
・緑地に関する協定等の制度検討
・「緑地の回復に関する指導要領」
に基づく事前協議

・景観協定の周知
・緑地に関する協定等の制度検討
・「緑地の回復に関する指導要領」
に基づく事前協議

c-3-3 みどりに関する協定づくりの推進（緑地協定･景観協定など）

・既存緑地の保全や新たな緑地の創出に向
け，要綱等により適切な指導を進める
公園みどり課
・個々の敷地での緑化水準などを定めた緑 都市計画課
地協定や緑化に配慮した景観協定の制定を 環境総務課
働きかける

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

予定どおり

c-3-4 公共施設緑化指針（ガイドライン）の作成
予定
・公共公益施設の建設の際に，緑化の方向
公園みどり課
性を示すガイドラインを作成する

・中期計画(H33～着手予定)

・中期計画(H33～着手予定)

・中期計画(H33～着手予定)

実績

－

－

－

進行状況
特記事項

未着手

未着手

未着手

d 安全・安心で誰にでもやさしいみどりの創出
d-1 防災を支えるみどりづくりの強化
【重点】d-1-1 公園の防災機能の強化

･防災拠点となる大きな公園の整備

公園みどり課
防災課

予定

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

実績

・広域防災拠点として活用

・広域防災拠点として活用

・広域防災拠点として活用

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり
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予定どおり

施策体系

施策の概要

実施主体

平成28年度

平成29年度

取組内容
平成30年度

令和元年度

令和２年度

d-1-2 防災上重要な場所の保全（特別緑地保全地区含む）
・防災機能を担う樹林や災害を防ぐための 公園みどり課
みどりを，特別緑地保全等の制度を活用し
防災課
保全する
都市計画課

予定

・地域防災計画への位置付け

・地域防災計画への位置付け

・地域防災計画への位置付け
・緑地保全制度の検討

実績

・地域防災計画への位置付け

・地域防災計画への位置付け

・地域防災計画への位置付け

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

・地域防災計画への位置付け
・緑地保全制度の検討

・地域防災計画への位置付け
・緑地保全制度の検討

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備
・避難場所の緑化状況の把握

・バリアフリー化のための整備

・バリアフリー化のための整備

・街路樹せん定マニュアルの作成
・道路緑化指針に基づいた管理
・危険木対策

・街路樹せん定マニュアルの作成
・道路緑化指針に基づいた管理
・危険木対策

予定どおり
緑地保全制度の検討は未着手

d-1-3 防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）
・広域防災拠点（東光スポーツ公
予定
・避難場所の敷地の樹林帯を配置するなど
園）の整備
機能強化を図る
・教育施設敷地外周の樹林地の保全育成
公園みどり課
・広域防災拠点（東光スポーツ公
実績
・旭川市総合防災センターを核とした総合
防災課
園）の整備
公園やスポーツ公園などのネットワーク化
を図り機能強化する
進行状況
予定どおり
特記事項

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

・広域防災拠点（東光スポーツ公
園）の整備

予定どおり

予定どおり

d-2 誰もが安全・安心に利用できるみどりづくり
【重点】d-2-1 誰にもやさしい公園づくり（バリアフリー化）
予定
・都市公園の移動円滑化ガイドラインなど
に沿って各種施設のバリアーフリー化を進 公園みどり課
める

・バリアフリー化のための整備

・花咲スポーツ公園硬式野球場内野
スタンドバリアフリー化改修設計
進行状況
予定どおり
特記事項
実績

・バリアフリー化のための整備

・バリアフリー化のための整備

・花咲スポーツ公園硬式野球場バリ
アフリー化改修工事
予定どおり

・花咲スポーツ公園硬式野球場バリ
アフリー化改修工事
予定どおり

d-2-2 公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新
・枝折れや倒木の危険性がある樹木は，適
切なせん定や伐採･更新を進め，安全管理を
公園みどり課
図る
土木事業所
・街路樹等においては，沿道住民の理解を
得ながら適切な更新を図る

予定

・道路緑化指針の改定
・危険木対策

・道路緑化指針の改定
・危険木対策

・街路樹せん定マニュアルの作成
・危険木対策

実績

・道路緑化指針の改定
・危険木対策

・道路緑化指針の改定(H29.8)
・危険木対策

・危険木対策

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

予定どおり
街路樹せん定マニュアルの作成は未着手

d-2-3 防犯面や遊具等の安全･安心づくり
・遊具等の安全点検の実施
・老朽化した遊具の改修
・遊具などの安全点検を適切に実施し，必
・愛護協力会による巡回
用に応じ修繕や更新を実施し，適切な安全
・遊具等の安全点検の実施
管理に努める
公園みどり課
実績
・老朽化した遊具の改修
・公園内の不安を感じる箇所の改善や不審
・愛護協力会との協力
者対策のための警察，町内会と連携を図る
進行状況
予定どおり
特記事項

・遊具等の安全点検の実施
・老朽化した遊具の改修
・愛護協力会による巡回
・遊具等の安全点検の実施
・老朽化した遊具の改修
・愛護協力会との協力
予定どおり

・遊具等の安全点検の実施
・老朽化した遊具の改修
・愛護協力会による巡回
・遊具等の安全点検の実施
・老朽化した遊具の改修
・愛護協力会との協力
予定どおり

・遊具等の安全点検の実施
・老朽化した遊具の改修
・愛護協力会による巡回

・遊具等の安全点検の実施
・老朽化した遊具の改修
・愛護協力会による巡回

・河川管理者や市民団体と連携した
環境づくり
・河川管理者や市民団体と連携した
環境づくり
予定どおり

・河川管理者や市民団体と連携した
環境づくり
・河川管理者や市民団体と連携した
環境づくり
予定どおり

・河川管理者や市民団体と連携した
環境づくり
・河川管理者や市民団体と連携した
環境づくり
予定どおり

・河川管理者や市民団体と連携した
環境づくり

・河川管理者や市民団体と連携した
環境づくり

予定

・ペーパン川、江丹別川、雨紛川な
どの小河川の整備

・ペーパン川、江丹別川、雨紛川な
どの小河川の整備

・ペーパン川、江丹別川、雨紛川な
どの小河川の整備

・ペーパン川、江丹別川、雨紛川な
どの小河川の整備
・調整池の緑化手法の検討

・ペーパン川、江丹別川、雨紛川な
どの小河川の整備
・調整池の緑化手法の検討

実績

・ペーパン川、江丹別川、雨紛川な
どの小河川の整備

・ペーパン川、江丹別川、雨紛川な
どの小河川の整備

・ペーパン川、江丹別川、雨紛川な
どの小河川の整備

予定

e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出
e-1 河川を軸にした生態系ネットワークの骨格づくり
e-1-1 主要河川の自然保全
・主要河川を生態系ネットワークづくりの
予定
骨格とし，生物多様性に配慮した環境づく
公園みどり課
り
実績
土木建設課
・市民がみどりとふれ合う文化を育てる宮
河川管理者
前公園や神楽橋下流右岸広場の河川整備に
進行状況
ついて，さらなる展開を図る
特記事項

e-1-2 多様な川づくり･小河川の緑化（調整池含む）

・河川を活かした緑道整備
・市民が親しめるみどりの導入
・豊かな自然の再生

公園みどり課
土木建設課

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり
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予定どおり

施策体系

施策の概要

実施主体

平成28年度

平成29年度

取組内容
平成30年度

令和元年度

令和２年度

【重点】e-1-3 河川と接続する公園緑地のエコアップ（自然度の向上）

･既存公園の植栽を自然植生に近い構成にす
る
公園みどり課
･公園と接続する河川を一体的に自然度を向
上させる

予定

・市民団体と連携した環境活動

・市民団体と連携した環境活動

・市民団体と連携した環境活動

実績

・市民団体と連携した環境活動

・市民団体と連携した環境活動

・市民団体と連携した環境活動

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

・市民団体と連携した環境活動

・市民活動団体による公園緑地の自
然調査
・市民団体と連携した環境活動

・みどりの保全制度の検討
・生物多様性保全事業

・自然生態系の調査実施
・みどりの保全制度の検討
・生物多様性保全事業

・自然生態系の調査実施
・ふれあいの森保全事業
・みどりの保全制度の検討

・自然生態系の調査実施
・ふれあいの森保全事業
・みどりの保全制度の検討

予定どおり

e-2 生物多様性の拠点と連携づくり
【重点】e-2-1 生態系に配慮した拠点となる緑地の整備･保全
･河川や丘陵地に接した公園の生物多様性に
配慮した整備保全
公園みどり課
･嵐山公園と旭山公園を東西の中核拠点とし
環境総務課
て位置付け，旭山公園は再整備による充実
を図る

予定

・生物多様性保全事業

・生物多様性保全事業

・みどりの保全制度の検討
・生物多様性保全事業

実績

・生物多様性保全事業

・生物多様性保全事業

・生物多様性保全事業

進行状況
特記事項

予定どおり

予定どおり

予定どおり
みどりの保全制度の検討については未着手

e-2-2 ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）

・民有地の樹林地を生物多様性の確保や
ネットワーク連携の観点から保全を図る
公園みどり課
・道路空間の植栽構成を多様化し生物多様 環境総務課
性の確保に繋がるネットワークを形成

予定

・ふれあいの森保全事業

・自然生態系の調査実施
・ふれあいの森保全事業

・自然生態系の調査実施
・ふれあいの森保全事業
・みどりの保全制度の検討

実績

・ふれあいの森保全事業

・自然生態系の調査実施
・ふれあいの森保全事業

・自然生態系の調査実施
・ふれあいの森保全事業

予定どおり

予定どおり

進行状況
特記事項

予定どおり
みどりの保全制度の検討は未着手

e-2-3 身近な森林の保全活用･ふれあいの森づくり
予定
・多様な市民ニーズに応えるための身近な
森林の保全活用
公園みどり課
・市民との協働による森林の健全な維持管
農林整備課
実績
理の実施
環境総務課
・市民緑地制度を活用した民有地のみどり
の保全
進行状況
特記事項

・ふれあいの森の保全
・とみはら自然の森の活用
・神楽岡公園の保全と活用
・ふれあいの森の保全
・とみはら自然の森の活用
・神楽岡公園の保全と活用
予定どおり

・ふれあいの森の保全
・とみはら自然の森の活用
・神楽岡公園の保全と活用
・ふれあいの森の保全
・とみはら自然の森の活用
・神楽岡公園の保全と活用
予定どおり

・ふれあいの森の保全
・とみはら自然の森の活用
・神楽岡公園の保全と活用
・ふれあいの森の保全
・とみはら自然の森の活用
・神楽岡公園の保全と活用
予定どおり

・ふれあいの森の保全
・とみはら自然の森の活用
・神楽岡公園の保全と活用

・ふれあいの森の保全
・とみはら自然の森の活用
・神楽岡公園の保全と活用

・公園や河川を活用した環境教育の
実施
・ビオトープの活用
・旭川市環境アドバイザー派遣制度

・公園や河川を活用した環境教育の
実施
・ビオトープの活用
・旭川市環境アドバイザー派遣制度

・公園や河川を活用した環境教育の
実施
・ビオトープの活用
・旭川市環境アドバイザー派遣制度

・公園や河川を活用した環境教育の
実施
・ビオトープの活用
・旭川市環境アドバイザー派遣制度

・公園や河川を活用した環境教育の
実施
・ビオトープの活用
・旭川市環境アドバイザー派遣制度

・子どもの水辺事業799人参加
・環境アドバイザー登録数15名
・アドバイザー派遣実績20件

・子どもの水辺事業896人参加
・環境アドバイザー登録数16名
・アドバイザー派遣実績33件

・子どもの水辺事業656人参加
・環境アドバイザー登録数23名
・アドバイザー派遣実績29件

・セミナーの開催
・緑に係る相談対応
・緑の情報発信
・市民活動としての拠点機能の強化

・セミナーの開催
・緑に係る相談対応
・緑の情報発信
・市民活動としての拠点機能の強化

e-3 みどりの環境教育と普及啓発の促進
【重点】e-3-1 環境教育の充実･学校教育との連携と支援
･学校への自然環境の情報提供及び講師派遣
予定
･ビオトープの創出を図り，生物観察ができ
る施設の整備
･大学や高校において，地域環境に関心を示 公園みどり課
すよう教育プログラムとの連携を図り，取 環境総務課
実績
組みを支援する
･企業の環境活動の支援及び社員の環境教育
進行状況
の普及啓発を進める
特記事項

予定どおり

予定どおり

予定どおり

e-3-2 緑のセンターの充実･強化
・セミナーの開催
・緑に係る相談対応
予定
・緑の情報発信
・市民活動としての拠点機能の強化
・緑化に対する啓発･教育活動の強化
・セミナーの主催や協力，教育現場への人
・セミナーの開催
材派遣の充実
公園みどり課
・緑に係る相談対応
・市民と行政の接点として緑に関する情報
実績
・緑の情報発信
収集や発信
・市民活動の場所を提供
14団体 延369人（31回）
進行状況
予定どおり
特記事項

・セミナーの開催
・緑に係る相談対応
・緑の情報発信
・市民活動としての拠点機能の強化
・セミナーの開催
・緑に係る相談対応
・緑の情報発信
・市民活動の場所を提供
10団体 延475人（37回）
予定どおり
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・セミナーの開催
・緑に係る相談対応
・緑の情報発信
・市民活動としての拠点機能の強化
・セミナーの開催
・緑に係る相談対応
・緑の情報発信
・市民活動の場所を提供
10団体 延547人（41回）
予定どおり

施策体系

施策の概要

実施主体

平成28年度

平成29年度

取組内容
平成30年度

令和元年度

令和２年度

【重点】e-3-3 みどりの知識や情報の普及啓発（広報･手引き･行事・説明板等）
・指定管理者や市民団体と連携した
緑の情報発信
・手引き･パンフの発行
・指定管理者や市民団体と連携した
公園みどり課
実績
緑の情報発信
・手引き･パンフの発行
進行状況
予定どおり
特記事項

・指定管理者や市民団体と連携した
緑の情報発信
・手引き･パンフの発行
・指定管理者や市民団体と連携した
緑の情報発信
・手引き･パンフの発行
予定どおり

・指定管理者や市民団体と連携した
緑の情報発信
・手引き･パンフの発行
・指定管理者や市民団体と連携した
緑の情報発信
・手引き･パンフの発行
予定どおり

・指定管理者や市民団体と連携した
緑の情報発信
・手引き･パンフの発行

・指定管理者や市民団体と連携した
緑の情報発信
・手引き･パンフの発行

予定

・市民協力花壇づくり支援花株の助
成の実施
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
ゼント
・個人ガーデンバスツアーの実施

・市民協力花壇づくり支援花株の助
成の実施
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
ゼント
・個人ガーデンバスツアーの実施

・市民協力花壇づくり支援花株の助
成
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
ゼント
・個人ガーデンバスツアーの実施
・民間緑化運動の表彰制度の検討･実
施

・市民協力花壇づくり支援花株の助
成
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
ゼント
・個人ガーデンバスツアーの実施
・民間緑化運動の表彰制度の検討･実
施

・市民協力花壇づくり支援花株の助
成
・住宅の新築，購入の際の苗木プレ
ゼント
・個人ガーデンバスツアーの実施
・民間緑化運動の表彰制度の検討･実
施

実績

・市民協力花壇づくり支援花株の助
成114団体
・住宅新築苗木のプレゼント32本
・個人ガーデンバスツアー参加者72
人

・市民協力花壇づくり支援花株の助
成110団体
・住宅新築苗木のプレゼント30本
・個人ガーデンバスツアー参加者72
人

・市民協力花壇づくり支援花株の助
成113団体
・住宅新築苗木のプレゼント17本
・個人ガーデンバスツアー参加者72
人

・生物多様性保全事業
・地球温暖化対策の推進

・生物多様性保全事業
・地球温暖化対策の推進

予定

･緑化の手引き･パンフレットの作成
･インターネットによる情報発信
･緑化に対する取り組み状況，イベント案
内，助成制度の周知

e-3-4 公的な緑化活動の企画･運営

・緑化シンポジウムやセミナー，バスツ
アーの運営促進
・新築苗木プレゼントや花株助成など景観
公園みどり課
事業の推進
・民間の緑化運動の評価制度の確立や社会
貢献の支援

進行状況
特記事項

予定どおり

・緑化に関する意識啓発を積極的に進め，
予定
市民の関心を高めていく情報発信を進める
・環境にやさしいライフスタイルや地球温 公園みどり課
実績
暖化防止に向けた取り組みについて，市
環境総務課
民・事業者・行政がそれぞれの役割に応じ
進行状況
た事業の実施や普及啓発を推進する
特記事項

・生物多様性保全事業
・地球温暖化対策の推進
・生物多様性保全事業
・地球温暖化対策の推進
予定どおり

予定どおり

予定どおり
民間緑化運動の表彰制度の検討・実施は未着手

e-3-5 生物多様性や低炭素社会の意識啓発
・生物多様性保全事業
・地球温暖化対策の推進
・生物多様性保全事業
・地球温暖化対策の推進
予定どおり
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・生物多様性保全事業
・地球温暖化対策の推進
・生物多様性保全事業
・地球温暖化対策の推進
予定どおり

