茅ヶ崎 市みどりの基本計画
⽣物多様性ちがさき戦略

茅ヶ崎市

表紙の⽣きもの紹介
ニゴイ
⼀対の短いヒゲがあります。
川の中下流から汽⽔域の流れのゆるやかな⽔域の底層部に⽣息しています。
主要河川の指標種となっています。

ウキゴリ
全⻑ 10cm を超える⼤型のハゼです。
川の中下流域の流れのゆるやかな場所に⽣息しています。
動物⾷で、⽔⽣昆⾍や甲殻類など⾷べます。
主要河川の指標種となっています。

ゴマダラチョウ
雑⽊林に⽣息するほか、都市部の⼩規模な樹林地でも⾒られます。
中型のチョウで、翅に⽩斑(紋)が散りばめられています。
樹林の指標種となっています。

ヒメタニシ
卵円錐形のマルタニシより⼩型の巻⾙です。平野部の⼩川や⽔⽥の⽤⽔路などの浅
いところに⽣息します。
細流の指標種となっています。

ホンドイタチ
草地や川沿いなどの⽔辺や樹林地の周辺にも⽣息します。ネズミ類や⼩⿃の卵、雛、
昆⾍類、カエルなどを捕⾷します。
「神奈川県レッドデータブック 2006」準絶滅危惧種、「茅ヶ崎市レッドリスト
2017」絶滅危惧種です。

ヒガシキリギリス
丈の低い草原に⽣息し、川の⼟⼿にも⾒られます。
全⾝が緑または淡褐⾊で「ジーーチョン」と鳴きます。
草地の指標種となっています。

シュンラン
⾼さ約 30 ㎝の常緑草本でやや乾いた林下に⽣育します。
3〜4 ⽉に花を咲かせます。
「茅ヶ崎市レッドリスト 2017」準絶滅危惧種です。

コチドリ
全⻑約 16cm で⽬の周りの⻩⾊いリングが⽬⽴ちます。⼩型の⽔⽣昆⾍やミミズ類
などを餌にしています。河川や湿地で採餌している姿が⾒られます。
⽔辺の指標種となっています。

イラスト

森上義孝

はじめに
本市では、平成 8 年に「茅ヶ崎市緑の基本計画」を策定し、
「⾃然と⼈がふれあう⼼豊かな快適都市

茅ヶ崎」の実現に

向けてみどりの保全や緑化の推進に関する取組を進めてまい
りました。

その後、都市化の進⾏などを踏まえて都市緑地法が改正さ
れました。また、都市マスタープランなどの関連計画と整合
を取るため、平成 21 年 7 ⽉に「茅ヶ崎市みどりの基本計画」
を改定し、清⽔⾕と⾚⽻根字⼗三図周辺の特別緑地保全地区
の指定や柳島スポーツ公園の整備などの様々な取組を推進し
てまいりました。

しかしながら、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化の進⾏、⽣物多様性
保全に関する法整備などの社会情勢の変化に対応する必要が
⽣じてまいりました。そこで、これまでの取組を踏まえて、
新たに「茅ヶ崎みどりの基本計画 ⽣物多様性ちがさき戦略」
を策定しました。本計画は「みどりの基本計画」であるとと
もに、多くの市⺠の皆様のご協⼒により実施してきた茅ヶ崎
市⾃然環境評価調査を踏まえ、⽣物多様性の保全及び持続可
能な利⽤に関する基本計画である「⽣物多様性地域戦略」と
しても位置づけました。

今後、健康的で豊かな⽣活を送ることができる都市環境を
つくるため、市⺠・事業者の皆様とともに本計画の将来像で
ある「⼈と⽣きものが共⽣するみどりのネットワーク」を形
成する様々な取組を推進してまいります。

本計画の策定にあたりご尽⼒いただきました茅ヶ崎市みど
り審議会委員をはじめ、貴重なご提⾔やご意⾒をいただきま
した多くの市⺠や関係者の皆様に⼼からお礼申し上げます。

平成 31 年(2019 年)3 ⽉
茅ヶ崎市⻑

佐藤
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茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略 の構成
序章 茅ヶ崎市みどりの基本計画
生物多様性ちがさき戦略について
１．計画の基本的な考え
(1)「みどりの基本計画」と「生物多様性地

第 1 章 茅ヶ崎市のみどりの現況
１．市の概要
(1)位置と面積 (2)人口
(3)産業

(4)土地利用

域戦略」の統合について
(3)計画の対象地域 茅ヶ崎市全域

２．みどりの概要
(1)気候 (2)地形と地質 (3)水系

(4)計画の位置づけ

(4)市内のみどり

(2)目標年次 平成 40 年

(5)本計画における「みどり」と「グリーン
インフラストラクチャー」

(5)立地ごとのみどりの特性

３．本市の生物多様性の特性
(1)生きものの生息・生育環境

本計画では、みどりの多様な機能と得ら
れる効果に着目し、みどりを「グリーンイ
ンフラストラクチャー」ととらえたまちづ
くりを推進します。このような取組により、
良好な都市環境の形成とともに生物多様性
の保全などにも貢献していきます。

(2)生きものの生息・生育状況

・
「みどり」とは
「みどり」を樹林や農地、水辺、海岸、
公園、住宅地の庭などと、これらと一体と
なった生きものの生息・生育環境とします。
多様なみどりがあることで豊かな生態系が
形成されます。
・
「グリーンインフラストラクチャー」とは
「グリーンインフラストラクチャー」を
「社会資本整備や土地利用などにおいて、
みどりが有する多様な機能を活用し、持続
可能で魅力あるまちづくりを支えるもの」
とします。

(2)市民団体ヒアリング

２．計画の背景と目的
(1)計画の背景

１．みどりの将来像
「人と生きものが共生する
みどりのネットワーク」
２．基本理念
「私たちの生活と
生物多様性を支えるみどりを
協働により次世代に継承します」

・SDGｓ採択、国土形成計画・国土利用計画
策定､根拠法の改正
(2)計画の目的
・社会情勢の変化への対応､前計画での課題

(3)暮らしを支える生物多様性
４．市民のみどりに対する意識
(1)市民アンケート
(3)事業者アンケート
５．みどりの課題
(1)人々が身近にふれあうみどりの充実
(2)生きものが生息・生育するみどりの確保
(3)みどりと人々がであう協働のしくみづくり

第 2 章 計画の目標

への対応
(3)本市のこれまでの取組
・前計画での取組、自然環境評価調査、み
どりと「茅ヶ崎らしさ」
３．
「生物多様性」とは
(1)生きものの進化と生物多様性
(2)３つのレベルの生物多様性
(3)生物多様性がもたらす恵み
(4)生物多様性の危機

３．基本方針
(1)人々が身近にふれあうみどりの充実
(2)生きものが生息・生育するみどりの確保
(3)みどりと人々がであう協働のしくみづくり
４．計画の進捗状況を確認する指標
(1)緑地の確保量
(2)重要度が高い自然環境における指標種の
確認状況
(3)みどりや生物多様性に関する市民の意識

第 3 章 みどりの配置方針
１．基本方針
２．周辺市町の計画
３．機能別の配置方針
(1)環境保全機能からみたみどりの配置方針
(2)レクリエーション機能からみたみどりの
配置方針
(3)防災・減災機能からみたみどりの配置方針
(4)景観形成機能からみたみどりの配置方針
(5)みどりの総合的な配置方針

４．都市公園の整備及び管理方針
(1)レクリエーション拠点機能を持つ公園
(2)身近な公園
(3)公園施設長寿命化と計画的な管理の推進
(4)協働による管理運営の推進
５．その他施設緑地の整備及び管理方針
(1)公共施設緑地の整備及び管理方針
(2)民間施設緑地の整備方針

第 4 章 施策の方針
１．施策の体系
(1) 人々が身近にふれあうみどりの充実
①公園整備の推進
②公園施設長寿命化や公園リニューアル
③公共施設のみどりの充実
④学校のみどりの充実
⑤道路のみどりの充実
⑥民有地のみどりの充実

⑦都市拠点のみどりの充実
⑧防災・減災機能を持つみどりの充実
⑨景観・文化資源を形成するみどりの充実
⑩河川のみどりの充実
⑪海岸のみどりの充実
⑫農地のみどりの充実

(2) 生きものが生息・生育するみどりの確保
⑬特に重要度が高い自然環境の確保
⑭生きものが生息・生育するみどりの確保
⑮絶滅危惧種対策

⑯外来種対策
⑰自然環境評価調査の実施

(3) みどりと人々がであう協働のしくみづくり
⑱庁内及び関係機関との連携
⑲生物多様性の保全活動を推進するしくみ
づくり
⑳市民との連携
㉑教育機関との連携
㉒事業者との連携

２．施策の概要

㉓人材育成
㉔資金の充実
㉕進行管理

３．重点的に進める事業

第 5 章 地区別計画
１．地区別計画とは
２. 地域ごとの基本方針
(1)北部丘陵地域 (2)中部地域
(3)海岸地域

(4)中心市街地地域

３．みどりの保全・再生・創出を重点的に進める
地区の計画
(1)特別緑地保全地区の計画
(2)保全配慮地区の計画
(3)緑化重点地区の計画
(4)みどりの保全地区の指定方針

第 6 章 計画の推進に向けて
１．市民・事業者・行政の協働の推進
２．計画の適切な進行管理
(1)進行管理
(2)計画の評価

３．計画の実効性を高めていくためには

注)本計画書での元号
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成２９年法律第６３号)が、平成３１年４
月３０日に施行され、天皇陛下が御退位されます。御退位による皇位の継承が行われ、
元号が改められますが、現段階においては、元号法(昭和５４年法律第４３号)の規定
による政令の改正が行われていないため、本計画における元号の表記は「平成」を用
いることとし、改元後は新元号に読み替えるものとします。
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