
H２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 備　　考

（見沼基本計画の策定）

自然環境・歴史的遺産を保全・
活用し、見沼田圃の良さを実感
するビューポイントにあずまや
（休憩所）が、５箇所設置されて
いる。

・見沼田圃に関する各部門の諸
施策を体系的に取りまとめた実
効性のある『地域総合計画』
（仮称）見沼基本計画を２ヶ年で
策定します。
・ビューポイントに休憩所などの
市民が憩える場所を１０箇所に
倍増します。

・（仮称）見沼基本計画の策定
は、市民の声を聞きながら、横
断的な庁内関係部所の連携を
図り平成２２年度に公表する。
・見沼田圃及び周辺地域内に
休憩所（ベンチやテーブルなど）
を設置する。

・（仮称）見沼
基本計画の
策定

・実施計画の
提案
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

・事業実施
　（１箇所） 　（２箇所） 　（２箇所） （計５箇所）

都市局 ○
みどり推進
課

（教育ファーム・市民農園）

市民農園については特定農地
貸付法による農地貸借の承認
を行っている。

　教育ファーム設置の実施主体
と積極的に連携を図っていきま
す。

・教育ファーム開設に関わる農
地の所在地等、農地に関する
情報の提供を行う。
・農業委員を農業技術指導員と
して派遣する。

農業委員会
農業振興
課

（高沼用水路の整備）

治水を優先しながらも、環境に
配慮した整備のあり方を検討す
るため、平成１６年度に市民参
加型会議を開催し、整備に対す
る提案を受けた。
提案内容を検討･整理し、河川
としての治水条件を満たし、親
水にも配慮した整備方針を策
定しました。

現存の水路敷などを活用し、市
民が憩える場所を平成２４年度
末までに２箇所増やします。

基本的な治水条件を満たすこ
と。
高沼用水路の歴史性、文化
性、環境を活かすため、用地買
収は行わず、水と緑のネット
ワーク軸として、できるだけ水辺
の歩行環境を整備する。
市民参加による川作りを通じ
て、市民に親しまれる高沼用水
路を整備する。

・実施設計

・整備工事 Ｈ30完了予
定

建設局 河川課

40

見沼田んぼ、荒川などの自然
環境・歴史的遺産を保全・活用
し、教育ファーム、市民農園な
ど市民が憩える場所を増やしま
す。（４年以内）
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数　値　目　標　等

（取 組 指 標 ・ 方 針）
番号 マ　ニ　フ　ェ　ス　ト
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（＊基準日：平成21年3月末日）
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統
括
責
任
課

所管課

・教育ファー
ム支援体制
の検討

・教育ファーム
取組み実施校
への支援（実
施箇所数
 
　（５か所）

・市民農園の
整備

　（４８か所）

　（６か所）

（５６か所）

　（８か所）

　（７２か所）

（教育ファーム・市民農園）

大人から子供まで幅広く市民が
農業とふれあい、暮らしの中に
農を取り入れて心の豊かさを得
ることを目的に実施。
次世代を担う子供達を対象とし
た教育ファームの取組みについ
ては、４か所で実施。
市民が身近に農業体験できる
市民農園については、４０か所
で実施。

・教育ファームの取組み実施箇
所を現在の４か所から８か所に
増やします。
・市民農園４０か所を７２か所に
増やします。

・教育ファームの推進に向け、
農業委員会、教育委員会と連
携を図りながら、農地の確保や
地域のサポート体制づくりを支
援する。
・関係機関と連携して、農地の
有効利用を図り、市民農園の開
設を推進する。

　（７か所）

　（６４か所)

教育委員会

経済局

農業委員会
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（東宮下調整池広場整備）

平成19年度より、調節池事業用
地買収開始（平成21年度まで）
平成22年度より、工事着手予定

東宮下調整池について遊水機
能を保つ市民の憩える場所とし
て整備し、平成２４年度末まで
に一部暫定供用を開始します。

平成25年度完成を目標に、国
土交通省住宅局の補助である
地域住宅交付金を導入し、整備
を進める。

・用地買収

（H19より）

・実施設計

・工事
H25完成予定 建設局 河川課

（サクラソウの保存）

国指定特別天然記念物「田島
ケ原サクラソウ自生地」につい
ては、指定当初（大正9年）と比
較すると周辺環境が激変し、サ
クラソウの生育に悪影響を与え
ている。このため、近年は生育
株数の減少傾向も顕著に窺わ
れる。

 自生地の植生維持のために将
来を見通した保存管理計画を
文化庁と十分協議・調整を行い
ながら、平成24年度までに策定
します。

・有識者等からなる保存管理計
画策定委員会を組織し、現在の
自生地の環境を踏まえつ
　つ、長期的な視野に立った保
存管理計画を策定する。
・植生図を作成する。
・測量を実施したうえで指定範
囲を確定する。

・自生地管
理・調査

・保存管理計
画策定委員
会開催

・指定範囲確
定

・植生図作成

教育委員会
文化財保
護課

（見沼通船堀・鈴木家住宅）

・国指定史跡「見沼通船堀」に
ついては、平成9年度までに整
備事業を実施したが、経年
　変化により史跡の最も重要な
部分である木製の「閘門」など
が腐朽し、史跡保存に重
　大な影響が生じている。
・史跡の積極的な活用のため
に、「閘門開閉実演」や附属す
る鈴木家住宅を市民に公開
　し、普及啓発を図っている。

江戸時代の産業遺跡(閘門式
運河）を適切に保存するため、
見沼土地改良区の合意を図り、
毎年夏に実施している「閘門開
閉実演」や、通年実施の鈴木家
住宅の公開を継続して実施しま
す。

（修繕実施内容）
　平成21年度：西縁崩落堤塘修
繕、鈴木家住宅裏崩落堤塘修
繕
　平成22年度：西縁一の関土留
め修繕
　平成23年度：関枠側壁・底板
土嚢補充
　平成24年度：東縁仮締切り部
分等土留め修繕

・通常の維持
管理

・閘門開閉実
演

・関枠・堤塘
等の修繕

教育委員会
文化財保
護課

見沼田んぼ、荒川などの自然
環境・歴史的遺産を保全・活用
し、教育ファーム、市民農園な
ど市民が憩える場所を増やしま
す。（４年以内）
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40

見沼田んぼ、荒川などの自然
環境・歴史的遺産を保全・活用
し、教育ファーム、市民農園な
ど市民が憩える場所を増やしま
す。（４年以内）

（自然環境保全）

自然環境保全に向け、NPO法
人が自主的に活動しているが、
市民協働での事業は実施して
いない。

身近な自然環境の保全に向
け、市民協働で進める取組を平
成２１年度から平成２４年度ま
での毎年度１事業実施し、市民
の参加（市民調査員）人数を新
たに８０人に増やします。

市民が自然環境に触れ、関心
を持ち、さいたま市の環境の保
全と創造に向けた取組を推進
するため、市民参加による生き
物調査を実施するプラット
フォーム（仕組み）づくりを行
い、市民参加でさいたま市に生
息する生き物の調査を毎年実
施する。
市民が憩える場所として、生き
物が生息する場所のマップ及
び自然環境の保全のための手
引きを作成し、市民に活用して
もらう。

・実施手法の
検討

（試行調査）

・実施準備

（A調査準備）

・市民調査員
参加人数

（調査員10人）

（B調査準備）

・事業実施

（A調査実施）

（調査員20人）

（C調査準備）

（B調査実施）

（調査員40人）

（C調査実施）

（調査員80人）

環境局
環境総務
課
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