
①市街地を囲む山地・丘陵地の保全 みどりを守る 1 いきいき森林づくり推進事業 中山間地振興課

②市街地を囲む山地・丘陵地の活用 みどりを守る 2 静岡地域材活用促進事業 中山間地振興課

みどりを守る 3  交流・体験教室の開催 中山間地振興課

③山間地の農地の保全と活用 みどりを守る ―  交流・体験教室の開催 中山間地振興課

①海浜環境、松林の保全 みどりを守る 4 三保松原の管理：関連事業 文化財課

みどりを守る 5 松くい虫防除事業 治山林道課、文化財課

みどりを創る 6 （仮称）三保羽衣海岸緑地整備事業 公園整備課

みどりを創る 7 清水三保海浜公園整備事業 公園整備課、都市計画事務所

②世界文化遺産富士山構成資産三保松原の保全と活用 みどりを守る ― 三保松原の管理：関連事業 文化財課

みどりを守る ― 松くい虫防除事業 治山林道課、文化財課

みどりを創る 8 羽衣公園整備事業 公園整備課

①歩行者・自転車道路の整備 －
②丘陵地や水辺の遊歩道・ハイキングコースの整備 みどりを守る 9 既設ハイキングコース維持管理 スポーツ振興課

③歴史の道の整備 －

①街路樹の整備 みどりを守る 10 街路樹の育成管理 公園整備課、都市計画事務所

みどりを創る 11 都市計画道路整備に伴う植樹桝等の整備事業 道路計画課、市街地整備課

②都市核を結ぶ幹線道路の緑化 －
③市の入口などとなる幹線道路の緑化 みどりを守る 12 花の名所づくり事業 緑地政策課

④協働による緑の維持管理の推進 みどりを守る 13 静岡市道路サポーター制度 道路保全課

①河川の自然環境の保全 みどりを守る 14 農業集落排水事業（富厚里処理区） 農地整備課

②市街地内の中小河川の緑化など －
③協働による緑の維持管理の推進 みどりを守る 15 静岡市河川・海岸愛護事業 河川課

みどりを守る 16 河川環境アドプトプログラム 環境創造課

①公共空間の緑化の推進 みどりを創る 17 静岡駅前南町10地区第一種市街地再開発事業 市街地整備課

みどりを創る 18 静岡呉服町第二地区第一種市街地再開発事業 市街地整備課

みどりを創る 19 静岡七間町地区優良建築物等整備事業 市街地整備課

みどりを創る 20 草薙駅南口地区第一種市街地再開発事業 市街地整備課

みどりを守る ― 街路樹の育成管理 公園整備課、都市計画事務所

みどりを創る 21 草薙駅周辺整理事業における緑化の推進 清水駅周辺整備課

②人々が集まる公園などの充実 －
③民有地の緑化の推進 －

①駿府城公園の再整備 みどりを創る 22 駿府城公園整備事業（天守台跡地の発掘調査） 公園整備課

みどりを創る 23 駿府城公園周辺民間活力導入検討事業 緑地政策課

みどりを創る ― 駿府城天守台跡発掘調査寄附金募集 緑地政策課、公園整備課

②駿府城公園桜の名所づくり みどりを創る 24 駿府城公園桜の名所づくり事業 緑地政策課、公園整備課

③羽衣公園の整備 みどりを創る ― 羽衣公園整備事業 公園整備課

④日本平公園の整備 みどりを創る 25 日本平公園整備事業 公園整備課

⑤秋葉山公園の整備 みどりを創る 26 秋葉山公園整備事業（拡張整備） 公園整備課

⑥忠霊塔公園の整備 みどりを創る 27 忠霊塔公園再整備事業 公園整備課

⑦安倍川緑地の整備 みどりを創る 28 安倍川緑地（中野新田）整備事業 公園整備課

⑧あさはた緑地、浅畑緑地の整備 みどりを創る 29 あさはた緑地整備事業（1工区） 公園整備課

みどりを創る 30 麻機遊水地関連事業 緑地政策課

⑨富士川緑地の整備 みどりを創る 31 富士川緑地整備事業 公園整備課、緑地政策課

⑩清水港の緑地整備・緑化 -
⑪三保羽衣海岸の緑地の整備 みどりを創る ― （仮称）三保羽衣海岸緑地整備事業 公園整備課

①総合公園の充実 みどりを創る ― 駿府城公園周辺民間活力導入検討事業 緑地政策課

②運動公園の充実 －
③風致公園、歴史公園の充実 みどりを創る ― 羽衣公園整備事業 公園整備課

④都市緑地の維持管理 －

①不足する身近な公園などの整備 みどりを創る 32 土地区画整理区域内における街区公園の整備 市街地整備課

みどりを創る 33 住区基幹公園（街区公園）整備事業 緑地政策課、公園整備課

みどりを創る 34 無償借地公園整備事業 緑地政策課、公園整備課

②都市計画公園の見直し みどりを創る 35 長期未整備都市計画決定公園の見直し業務 緑地政策課、公園整備課

みどりを創る 36 長期未整備都市計画公園整備事業 緑地政策課、公園整備課

③小スペースを活用した小規模緑地等の整備 －
④老朽化した公園の再整備 みどりを守る 37 公園施設長寿命化事業 公園整備課、都市計画事務所

⑤水辺と一体となった公園などの整備 －
⑥公園の維持管理の推進 みどりを守る 38 公園樹の維持管理 公園整備課、都市計画事務所

⑦学校グランドの活用 －

①公共建築物などの緑量確保の推進 みどりを奨める 39 静岡市みどり条例に基づく緑化計画の手続き 緑地政策課

②公共建築物などの特徴ある緑化の推進 －
③道路の緑との一体的な緑地の整備 －
④学校の緑化の推進 －
⑤地域の集会所、郵便局、派出所などの緑化の推進 みどりを奨める 40 花苗配布事業 緑地政策課

①住宅地の緑化の推進 みどりを奨める ― 静岡市みどり条例に基づく緑化計画の手続き 緑地政策課

みどりを奨める ― 花苗配布事業：再掲 緑地政策課

みどりを奨める 41 景観計画区域内における行為の届出 建築総務課

②商業・業務地の緑化の推進 みどりを奨める ― 花苗配布事業：再掲 緑地政策課

みどりを奨める ― 景観計画区域内における行為の届出 建築総務課

③工業地の緑化の推進 みどりを奨める ― 景観計画区域内における行為の届出 建築総務課

④特定の地区の緑化の推進 －

①有度山の保全 －
②市街地内の里山の保全 みどりを守る ― 三保松原の管理：関連事業 文化財課

みどりを守る 42 八幡山公園崩壊防止対策事業 公園整備課

みどりを守る 43 西ノ谷公園崩壊防止対策事業 公園整備課

みどりを守る 44 里山整備竹林対策事業 環境創造課

みどりを守る 45 移動式竹破砕機貸出 環境創造課

みどりを守る 46 放任竹林対策推進事業 環境創造課

みどりを守る 47 放任竹林対策の推進における消耗品等支給事業 環境創造課

③里山に親しめる緑地の整備と活用 －

①社寺の樹林地や歴史的な樹木などの保全 みどりを守る 48 保存樹木等保全補助金・奨励金交付事業 緑地政策課

みどりを奨める 49 景観重要樹木の保全・活用 建築総務課

みどりを守る 50 天然記念物維持管理謝金交付事業 文化財課

①一団の農地の保全 －
②観光農園としての有効活用 －
③市街地内の農地の保全 みどりを守る 51 生産緑地地区の指定推進・活用 緑地政策課

２．まちをつなぐ
みどりと水辺の
ネットワークをつ
くります。

３．静岡らしいみ
どりと水辺と歴
史の拠点をつく
ります。

計画事業一覧表

みどりの基本計画の体系との関係
番
号

事業名 担当課
みどりに関
する実施目
的

（１）骨格となる山地・丘陵地のみどりを保全・活用します

（２）駿河湾の海浜環境を保全・活用します

１．まちをやさしく
囲むみどりの大
きな環を守り・活
かします。

（１）身近な公園・緑地を整備します

（２）公共建築物などの緑化を進めます

（３）民有地の緑化を進めます

４．身近に触れ
合う みどりをつく
ります。

（１）遊歩道などの整備を推進します

（２）みどりの軸となる道路の緑化を進めます

（３）水辺の軸となる河川などの緑化を進めます

（１）都心、副都心・地域拠点の緑化を進めます

（２）緑と水辺と歴史の拠点を整備します

（３）特色のある公園・緑地を整備します

（４）市街地内の里山を保全・活用します

（５）歴史的な樹木を保全・活用します

（６）市街地内の農地を保全・活用します

計画事業一覧表

みどりの基本計画の体系との関係
番
号

事業名 担当課
みどりに関
する実施目
的

①災害時にも役立つ身近な公園の整備 みどりを創る ― 住区基幹公園（街区公園）整備事業 緑地政策課、公園整備課

みどりを創る ― 無償借地公園整備事業 緑地政策課、公園整備課

②広域避難地となる公園などの防災機能の向上 －
③身近にある既存の公園などの防災機能の向上 みどりを守る 52 公園雨水貯留施設の整備事業 公園整備課

みどりを創る 53 公園施設バリアフリー化事業 公園整備課

④災害時帰宅困難者を受け入れる公園の充実 －
⑤避難路・延焼遅延となる幹線道路の緑化 －
⑥市街地における生垣設置などの促進 －

①既存の公園・緑地などの点検 －
②バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮した公園・緑地づくり みどりを創る ― 公園施設バリアフリー化事業 公園整備課

①生物の生息・生育場所となる緑地帯の形成 －
②生物の生息・生育場所に配慮した公園・緑地などの整備 －
③生物の生息・生育場所のネットワークの構築 －
②自然体験などの実施 みどりを守る 54 自然観察・自然体験講座の実施 生涯学習推進課

①豊かなみどりの創出 みどりを奨める ― 静岡市みどり条例に基づく緑化計画の手続き 緑地政策課

②美しいみどりの創出 みどりを守る ― 街路樹の育成管理 公園整備課、都市計画事務所

みどりを奨める 55 静岡市花と緑のまちづくり協議会事業 緑地政策課

みどりを奨める 56 緑化講習会の開催（一般向け） 緑地政策課

③特色あるみどりの創出 みどりを奨める 57 駿府公園沈床園花壇植付等補助業務 緑地政策課

④みどりの眺望の保全・整備 －

①みどりに係わる情報の受発信 みどりを奨める 58 都市公園ガイド作成業務 緑地政策課

②みどりに関するイベントなどの充実 みどりを奨める ― 花苗配布事業：再掲 緑地政策課

みどりを奨める ― 静岡市花と緑のまちづくり協議会事業 緑地政策課

みどりを創る ― 麻機遊水地関連事業 緑地政策課

みどりを守る ― 自然観察・自然体験講座の実施 生涯学習推進課

③子どものみどりの学習機会の充実 みどりを守る 59 森林教室等の開催 中山間地振興課

④市民のみどりの学習機会の充実 みどりを守る ― 自然観察・自然体験講座の実施 生涯学習推進課

みどりを奨める ― 静岡市花と緑のまちづくり協議会事業 緑地政策課

みどりを守る 60 アグリチャレンジパーク蒲原農業体験教育事業 農業政策課

みどりを奨める ― 緑化講習会の開催（一般向け） 緑地政策課

みどりを守る ― 森林教室等の開催 中山間地振興課

⑤緑化活動の表彰などの推進 みどりを奨める ― 静岡市花と緑のまちづくり協議会事業 緑地政策課

①市民参画による公園・緑地などの計画づくりの推進 みどりを創る ― 麻機遊水地関連事業 緑地政策課

みどりを創る 61 駿府城天守台跡発掘調査寄附金募集 緑地政策課、公園整備課

②協働によるみどりの維持管理の仕組づくり みどりを守る ― 三保松原の管理：関連事業 文化財課

みどりを守る ― 静岡市道路サポーター制度 道路保全課

みどりを守る ― 静岡市河川・海岸愛護事業 河川課

みどりを守る ― 河川環境アドプトプログラム 環境創造課

みどりを創る ― 麻機遊水地関連事業 緑地政策課

みどりを守る 62 援農ボランティア事業 農業政策課

みどりを守る 63 公園愛護会による公園の維持管理 公園整備課、都市計画事務所

①各家庭・事業者などによる緑化活動の支援 みどりを奨める ― 静岡市花と緑のまちづくり協議会事業 緑地政策課

みどりを奨める ― 駿府公園沈床園花壇植付等補助業務：再掲 緑地政策課

②市民活動団体・地域団体の緑化活動の支援 みどりを守る ― 花の名所づくり事業 緑地政策課

みどりを創る ― 麻機遊水地関連事業 緑地政策課

みどりを奨める ― 花苗配布事業：再掲 緑地政策課

みどりを奨める ― 静岡市花と緑のまちづくり協議会事業 緑地政策課

みどりを奨める ― 緑化講習会の開催（一般向け） 緑地政策課

みどりを奨める ― 駿府公園沈床園花壇植付等補助業務：再掲 緑地政策課

６．市民・事業
者・行政が協働
でみどりをつく
り・守ります。

５．安全や環境
に配慮した質の
高いみどりをつく
ります。

（４）美しく豊かなみどりをつくります

（１）みどりとまちを育む心を育てます

（２）市民・事業者・行政が協働でみどりをつくり守る体制を整えます

（３）市民・事業者の緑化活動を活発にします

（３）生態系に配慮したみどりをつくります

（１）災害から市民を守るためのみどりをつくります

（２）誰もが安全で快適に利用できるみどりをつくります

みどりの基本計画アクションプラン（改訂版）計画事業一覧表 みどりの基本計画アクションプラン（改訂版）計画事業一覧表


