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２）公共施設緑地・民間施設緑地 

本町の緑地・ちびっこ広場などの公共施設緑地は、68 ヵ所、43.06ha あり、神社・仏

閣、工業用地などの民間施設緑地は、49 ヵ所、33.36ha あります。 

 

■公共施設緑地 

分類 箇所 面積（ha） 備考 

公園 25 2.07 陽なたの丘中央公園、阿久比駅前公園など 

緑地 15 5.80 親水公園、高根台緑地など 

ちびっこ広場 13 0.90 新日鉄遊園、卯之山遊園など 

小中学校 5 12.83 東部小、英比小、草木小、南部小、阿久比中 

グラウンド 3 5.33 白沢グランド、板山グランドなど 

その他 7 16.13 ふれあいの森、阿久比スポーツ村など 

合計  68 43.06  

■民間施設緑地 

分類 箇所 面積（ha） 備考 

神社・仏閣 39 17.79 正盛院、安楽寺など 

工業用地 9 15.27 草木工業団地、南部工業団地など 

その他 1 0.30 農村広場 

合計 49 33.36  

 

■公共施設緑地・民間施設緑地位置図 
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３）地域制緑地 

① 農用地区域 

本町の農用地 905.5ha のうち、861.5ha が農用地区域に指定されています。 

 

■農業振興地域・農用地区域面積 

分 類 面 積 

農業振興地域 

計  1,861.0ha 

 農用地 905.5ha 

 農業用施設用地 9.0ha 

 森林・原野 149.6ha 

 住宅地・工業用地・その他 796.9ha 

※農業振興地域：今後、相当期間（概ね 10 年以上）にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指

定は、国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知事が行う。 

※農用地区域：農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の

土地などの生産性の高い農地など、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地。その指定は、市

町村が定める「農業振興地域整備計画」中の「農用地利用計画」において行う。本地域内にある現況農用地 

905.5ha のうち、農用地区域外の農地（いわゆる白地）44.0ha を除く農用地 861.5ha について農用地区域を設

定する方針である｡ 

出典：阿久比町農業振興地域整備計画基礎資料（令和２年３月） 

 

② 河川区域 

河川区域は 58ha で、町中央部を南北に流れる阿久比川や英比川などが二級河川や準用

河川に指定されています。 

 

■河川区域面積 

名称 面積 

河川区域 58ha 

※「河川」は、一級河川、二級河川及び準用河川の河川区域面積である。 

出典：平成 30 年版「土地に関する統計年報」：愛知県 

 

③ 保安林 

保安林は土砂流出防備保安林が 9ha、土砂崩壊防備保安林が 3ha 指定されています。 

 

※土砂流出防備保安林 

・下流に重要な保全対象がある地域で土砂流出の著しい地域や崩壊、流出のおそれがある区域において、林木

及び地表植生その他の地被物の直接間接の作用によって、林地の表面侵食及び崩壊による土砂の流出を防

止します。 

※土砂崩壊防備保安林 

・崩落土砂による被害を受けやすい道路、鉄道その他の公共施設等の上方斜面等において、主として林木の根

系の緊縛その他の物理的作用によって林地の崩壊の発生を防止します。 
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■保安林面積 

名称 面積 

土砂流出防備保安林 9ha 

土砂崩壊防備保安林 3ha 

計 12ha 

出典：平成 30 年版「土地に関する統計年報」：愛知県 

 

④ 地域森林計画対象民有林 

地域森林計画対象民有林は 124ha で、市街化区域背面の丘陵地の樹林地に散在してい

ます。 

 

■地域森林計画対象森林面積 

名称 合計 
   

人工林 天然林 その他 

地域森林計画対象民有林 124ha 7ha 91ha 26ha 

出典：平成 30 年版「土地に関する統計年報」：愛知県 

 

⑤ 条例等による緑地 

条例等による緑地として、文化財（板山長根古窯、二子塚古墳、久松・松平家葬地、坂部

城跡）の４ヵ所、0.45ha があります。 

 

■条例等による緑地面積 

名称 面積 

板山長根古窯 0.02ha 

二子塚古墳 0.11ha 

久松・松平家葬地 0.01ha 

坂部城跡 0.31ha 

計 0.45ha 
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■地域制緑地図 

出典：阿久比町資料、阿久比町森林計画図 

阿久比農業振興地域土地利用計画図附図１号  
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４）緑地現況量 

本町の緑地現況量は、都市公園や公共施設緑地、民間施設緑地などの施設緑地が 82.90ha、

法や条例による地域制緑地が 1,056.18ha で、重複を除くと 1,121.38ha となっています。 

 

 

■緑地現況量 

区分 箇所 面積（ha） 

施
設
緑
地 

都市

公園 

住区基幹公園 
街区公園 16 5.06 

近隣公園 1 1.20 

都市緑地   1 0.22 

公共施設緑地 68 43.06 

民間施設緑地 49 33.36 

小計 135 82.90 

地
域
制
緑
地 

その他の法によるもの 

農用地区域 1 861.5 

河川区域 1 58.0 

保安林 1 12.0 

地域森林計画対象民有林 1 124.23 

条例によるもの 4 0.45 

小計 8 1,056.18 

施設・地域制緑地の重複 -14 -17.70 

総計 129 1,121.38 
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■緑地現況調書 

 

 

  

連番
図面対象

番号
区分 名称 区域

都市計画決
定面積（ha）

現況面積
（ha）

備考

1 都-1 近隣公園 丸山公園 市街 1.20 1.20 グランド1、テニスコート2

2 都-2 街区公園 矢口公園 市街 0.26 0.26

3 都-3 街区公園 宮津公園 調整 0.15 0.15

4 都-4 街区公園 卯ノ山公園 調整 0.76 0.76

5 都-5 街区公園 高根台中央公園 市街 0.59 0.59

6 都-6 街区公園 高根台西公園 市街 0.43 0.43

7 都-7 街区公園 高根台東公園 市街 0.06 0.06

8 都-8 街区公園 植公園 調整 0.47 0.47

9 都-9 街区公園 山田中央公園 市街 0.18 0.18

10 都-10 街区公園 山田東公園 市街 0.12 0.12

11 都-11 街区公園 富士塚公園 市街 0.82 0.82

12 都-12 街区公園 中島公園 市街 0.22 0.22

13 都-13 街区公園 福池公園 市街 0.23 0.23

14 都-14 街区公園 柏原公園 市街 0.26 0.26

15 都-15 街区公園 東原公園 市街 0.16 0.16

16 都-16 街区公園 さるこ公園 市街 0.20 0.20

17 都-17 街区公園 いたちだ公園 市街 0.15 0.15

18 都-18 緑地 矢勝川緑地 調整 0.22 0.22

小計 6.48 6.48

19 公-1 公園 白沢台中央公園 調整 - 0.04

20 公-2 公園 白沢台西公園 調整 - 0.02

21 公-3 公園 白沢台南公園 調整 - 0.02

22 公-4 公園 六反田公園 調整 - 0.03

23 公-5 公園 福住園高台東公園 調整 - 0.10

24 公-6 公園 福住園高台西公園 調整 - 0.03

25 公-7 公園 福住園高台南公園 調整 - 0.03

26 公-8 公園 南風公園 市街 - 0.09

27 公-9 公園 焼山公園 市街 - 0.04

28 公-10 公園 北屋敷公園 市街 - 0.02

29 公-11 公園 西畑公園 市街 - 0.02

30 公-12 公園 坂部駅西公園 市街 - 0.10

31 公-13 公園 後畑公園 市街 - 0.05

32 公-14 公園 阿久比駅前公園 市街 - 0.15

33 公-15 公園 小廻間公園 市街 - 0.03

34 公-16 公園 小廻間その2公園 市街 - 0.02

35 公-17 公園 西徳吉公園 市街 - 0.05

36 公-18 公園 桜公園 市街 - 0.04

37 公-19 公園 下釜ヶ池公園 市街 - 0.02

38 公-20 公園 陽なたの丘南公園 市街 - 0.33

39 公-21 公園 陽なたの丘中央公園 市街 - 0.37

40 公-22 公園 陽なたの丘東公園 市街 - 0.31

41 公-23 公園 西徳吉その2公園 市街 - 0.02

42 公-24 公園 卯坂南公園 市街 - 0.10

43 公-25 公園 東豊石山公園 市街 - 0.04

小計 2.07
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連番
図面対象

番号
区分 名称 区域

都市計画決
定面積（ha）

現況面積
（ha）

備考

44 公-26 緑地 親水公園 調整 - 0.08

45 公-27 緑地 殿越川景観遊歩道 調整 - 0.44

46 公-28 緑地 高根台緑地 市街 - 2.10

47 公-29 緑地 白沢台緑地 調整 - 0.23

48 公-30 緑地 坂部台緑地 市街 - 0.08

49 公-31 緑地 草木台緑地 市街 - 0.02

50 公-32 緑地 卯坂第三緑地 市街 - 0.03

51 公-33 緑地 後畑緑地 市街 - 0.03

52 公-34 緑地 阿久比駅前広場 市街 - 0.28

53 公-35 緑地 阿久比駅前緑地 市街 - 0.03

54 公-36 緑地 小廻間緑地 市街 - 0.04

55 公-37 緑地 西徳吉緑地 市街 - 0.05

56 公-38 緑地 小廻間緑地その2 市街 - 0.04

57 公-39 緑地 陽なたの丘緑地 市街 - 2.26

58 公-40 緑地 卯坂南緑地 市街 - 0.09

59 公-41 ちびっこ広場 横松遊園 調整 - 0.09

60 公-42 ちびっこ広場 新日鉄遊園 市街 - 0.34

61 公-43 ちびっこ広場 板山遊園 調整 - 0.07

62 公-44 ちびっこ広場 福住遊園 調整 - 0.01

63 公-45 ちびっこ広場 福住南遊園 調整 - 0.02

64 公-46 ちびっこ広場 坂部遊園 市街 - 0.01

65 公-47 ちびっこ広場 城山遊園 市街 - 0.10

66 公-48 ちびっこ広場 卯之山遊園 市街 - 0.12

67 公-49 ちびっこ広場 阿久比遊園 市街 - 0.01

68 公-50 ちびっこ広場 椋岡中部遊園 市街 0.10

69 公-51 ちびっこ広場 はさま遊園 市街 - 0.01

70 公-52 ちびっこ広場 しいけ遊園 市街 - 0.01

71 公-53 ちびっこ広場 大古根遊園 市街 - 0.01

72 公-54 教育施設 東部小学校 調整 - 2.07 グランド、体育館

73 公-55 教育施設 英比小学校 調整 - 2.62 グランド、体育館

74 公-56 教育施設 草木小学校 市街 - 1.93 グランド、体育館

75 公-57 教育施設 南部小学校 市街 - 1.41 グランド、体育館

76 公-58 教育施設 阿久比中学校 市街 - 4.80 グランド、体育館

77 公-59 グランド 草木グランド 調整 - 1.19

78 公-60 グランド 白沢グランド 調整 - 2.81 グランド、テニスコート、多目的広場

79 公-61 グランド 板山グランド 調整 - 1.33

80 公-62 その他 ふれあいの森 調整 - 3.95 ホタル養殖場、デイキャンプ、パターゴルフ

81 公-63 その他 インターチェンジ緑地 調整 - 1.31

82 公-64 その他 パーキング緑地 調整 - 0.40

83 公-65 その他 阿久比スポーツ村 調整 - 8.25

84 公-66 その他 多目的広場 調整 - 1.83

85 公-67 その他 白沢ホタルの里 調整 - 0.15

86 公-68 その他 花かつみ園 調整 - 0.24

小計 40.99
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連番
図面対象

番号
区分 名称 区域

都市計画決
定面積（ha）

現況面積
（ha）

備考

87 民-1 その他 農村広場 調整 - 0.30

88 民-2 神社・仏閣 多賀神社 調整 - 0.81

89 民-3 神社・仏閣 秋葉神社 調整 - 0.90

90 民-4 神社・仏閣 秋葉神社 調整 - 0.05

91 民-5 神社・仏閣 秋葉神社 調整 - 0.31

92 民-6 神社・仏閣 八幡神社 調整 - 0.52

93 民-7 神社・仏閣 八幡神社 調整 - 0.20

94 民-8 神社・仏閣 八幡神社 市街 - 0.12

95 民-9 神社・仏閣 八幡神社 市街 - 0.17

96 民-10 神社・仏閣 北原天満宮 調整 - 0.22

97 民-11 神社・仏閣 津島神社 市街 - 0.13

98 民-12 神社・仏閣 縣神社 調整 - 0.37

99 民-13 神社・仏閣 熊野神社 調整 - 0.32

100 民-14 神社・仏閣 天満社 市街 - 0.23

101 民-15 神社・仏閣 阿久比神社 市街 - 0.17

102 民-16 神社・仏閣 熱田社 市街 - 0.29

103 民-17 神社・仏閣 大山衹神社 調整 - 0.24

104 民-18 神社・仏閣 五郷社 調整 - 0.91

105 民-19 神社・仏閣 神明社 調整 - 1.10

106 民-20 神社・仏閣 神明社 調整 - 0.27

107 民-21 神社・仏閣 箭比神社 調整 - 2.28

108 民-22 神社・仏閣 宝安寺 調整 - 0.25

109 民-23 神社・仏閣 正啓寺 調整 - 0.22

110 民-24 神社・仏閣 洞雲院 市街 - 0.44

111 民-25 神社・仏閣 弘誓院 調整 - 0.36

112 民-26 神社・仏閣 最勝寺 市街 - 0.25

113 民-27 神社・仏閣 安楽寺 調整 - 1.12

114 民-28 神社・仏閣 観音寺 市街 - 0.17

115 民-29 神社・仏閣 雲谷寺 市街 - 0.92

116 民-30 神社・仏閣 正保寺 市街 - 0.13

117 民-31 神社・仏閣 平泉寺 市街 - 0.24

118 民-32 神社・仏閣 済乗院 調整 - 0.85

119 民-33 神社・仏閣 光西寺 市街 - 0.14

120 民-34 神社・仏閣 谷性寺 調整 - 0.53

121 民-35 神社・仏閣 法久院 調整 - 0.02

122 民-36 神社・仏閣 蓮慶寺 市街 - 0.39

123 民-37 神社・仏閣 清来寺 調整 - 0.12

124 民-38 神社・仏閣 清光寺 調整 - 0.09

125 民-39 神社・仏閣 興昌寺 調整 - 0.23

126 民-40 神社・仏閣 正盛院 調整 - 1.71

127 民-41 工業用地 市街､調整 - 15.27 9件の合計

小計 33.36

128 法-1 その法 農振農用地区域 調整 - 861.5

129 法-2 その法 保安林区域 調整 - 12

130 法-3 その法 地域森林計画対象民有林 市街、調整 - 124.23

131 法-4 その法 河川区域 市街、調整 - 58

小計 1055.73

132 条-1 条例等 板山長根古窯 調整 - 0.02

133 条-2 条例等 二子塚古墳 調整 - 0.11

134 条-3 条例等 久松・松平家葬地 市街 - 0.01

135 条-4 条例等 坂部城跡 市街 - 0.31

小計 0.45

施設・地域制緑地の重複 -17.70

合計 1121.38
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＜花かつみ園＞ 

 

 

＜箭比神社＞ 
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■緑地現況図 
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 緑化状況調査 

１）公共公益施設の緑化状況 

知多半島道路は、中央分離帯とインターチェンジ、パーキングエリアが緑地帯となってい

ます。 

都市計画道路では、５路線が緑化されており、知多東部線と名古屋半田線、矢高横川線は、

植樹帯に高木（イチョウ、ナンキンハゼなど）と低木（ツツジ類など）が植えられています。

また、環状線には中央分離帯に高木が植栽されているほか、名古屋半田線と知多西尾線の一

部、陽なたの丘や高根台団地内、英比小学校前の道路の一部には低木（ツツジ類など）によ

る植栽が見られます。 

公共施設では、阿久比スポーツ村や草木グランド、ふれあいの森などスポーツ・レクリエ

ーション施設の緑化率が高く、本町の緑の拠点となっています。その他、児童・福祉施設や

文化教育施設、学校教育施設の緑化率は平均 10％程度となっていますが、阿久比中学校や図

書館に隣接する城山公園の桜などは、地域住民に親しまれる緑となっています。 

 

 

■道路の緑化状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）民有地の緑化状況 

民有地の緑としては、社寺林が集落周辺にあり、シイやクロマツ、アカマツなど、貴重な

植物群落の生育地となっているほか、地域のランドマークとなっています。 

また、集落などの住宅地は、生垣などの緑も多く、周辺の農地とあいまって緑豊かな景観

となっています。 

町内に４ヵ所ある工業団地の周囲は緑化が進められています。 
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■公共施設の緑化状況 

 

 

  

区
分

細区分 施設名称 単位
敷地面積又

は延長
緑化面積又

は延長
緑化率
（％）

備考

知多半島道路 m 5,700 5,700 100.0%
インターチェンジ ㎡ 22,417 13,117 58.5%
パーキングエリア ㎡ 12,000 5,058 42.2%
知多東部線 m 4,170 4,133 99.1%
知多西尾線 m 6,020 6,002 99.7% 未整備箇所あり
名古屋半田線 m 5,580 4,239 76.0% 未整備箇所あり
環状線 m 2,010 671 33.4% 未整備箇所あり
矢高横川線 m 3,990 1,117 28.0% 未整備箇所あり
植大駅前線 m 1,060 － － 未整備
草木岩滑線 m 4,610 － － 植栽箇所無し

官公庁施設 阿久比町役場 ㎡ 15,919 1,784 11.2% 中央公民館含む
勤労福祉センター ㎡ 3,939 211 5.4%
草木保育園 ㎡ 3,507 181 5.2%
宮津保育園 ㎡ 4,785 374 7.8%
城山保育園 ㎡ 3,542 648 18.3%
東部保育園 ㎡ 2,004 22 1.1%
中部保育園 ㎡ 3,702 385 10.4%
いしざかやまこどもえん ㎡ 1,771 0 0.0%
英比保育園 ㎡ 5,987 113 1.9%
ひなた保育園 ㎡ 1,706 130 7.6%
SAKURA保育園 ㎡ 5,287 815 15.4%
卯ノ山児童館 ㎡ 1,193 42 3.5%
阿久比老人憩の家 ㎡ 5,141 666 13.0%
福住老人憩の家 ㎡ 191 110 57.6%
高岡老人憩の家 ㎡ 453 0 0.0%
萩老人憩の家 ㎡ 208 0 0.0%
卯之山老人憩の家 ㎡ 264 38 14.4%
宮津団地老人憩の家 ㎡ 493 302 61.3%
草木老人憩の家 ㎡ 731 60 8.2%

医療・保健施設 オアシスセンター ㎡ 2,550 270 10.6%
阿久比スポーツ村 ㎡ 82,533 53,588 64.9%
板山グランド ㎡ 13,303 1,365 10.3%
白沢グランド ㎡ 28,139 1,430 5.1%
草木グランド ㎡ 11,970 6,503 54.3%
ふれあいの森 ㎡ 39,458 21,177 53.7%
花かつみ園 ㎡ 2,358 732 31.0%
図書館 ㎡ 2,609 191 7.3%
中央公民館 ㎡ 4,827 － － 町役場と同敷地
坂部公民館 ㎡ 3,695 226 6.1%
中部公民館 ㎡ 593 120 20.2%
板山公民館 ㎡ 1,833 338 18.4%
草木公民館 ㎡ 2,555 133 5.2%
宮津公民館 ㎡ 2,272 81 3.6%
白沢区民館 ㎡ 1,116 101 9.1%
もちの木園 ㎡ 3,383 0 0.0%
給食センター ㎡ 8,500 1,000 11.8%
東部小学校 ㎡ 20,668 2,025 9.8%
英比小学校 ㎡ 26,172 2,160 8.3%
草木小学校 ㎡ 19,467 1,079 5.5%
南部小学校 ㎡ 14,109 539 3.8%
阿久比中学校 ㎡ 45,044 5,740 12.7%
阿久比高校 ㎡ 50,520 6,575 13.0%
ほくぶ幼稚園 ㎡ 3,853 259 6.7%

道
路

知多半島道路

都市計画道路

公
共
公
益
施
設

児童・福祉施設

スポーツ・レクリ
エーション施設

文化教育施設

学校教育施設
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 緑に関する施策 

１）阿久比町都市緑化推進事業補助金 

本町では、「あいち森と緑づくり税」を財源に、愛知県が実施する「あいち森と緑づくり

都市緑化推進事業」のうち「緑の街並み推進事業」を活用して、町内の民有地の建物や敷地

の緑化を進めるために、屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化及び生垣設置の費用の

一部に対し、補助金を交付しています。 

 

２）森林環境譲与税の活用 

平成 31 年（2019 年）3 月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行さ

れ、市町村に配分される森林環境譲与税の使途として定められている、森林整備事業や木材

利用促進、普及啓発などを実施しています。

 

 住民活動の状況 

緑に関する住民活動として「ヘイケボタルの調査」「板山高根湿地環境ボランティア」「花

かつみ保存会」「阿久比みどりの少年団」「矢勝川の環境を守る阿久比地区会」「千本桜の管理」

などがあります。 

 

【花かつみ保存会】 

・花かつみ保存会は、花かつみ園の

維持管理及び花かつみの育成・保

護活動を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

【阿久比町みどりの少年団】 

・「グリーン・スカウト」の名称で、

緑化を実践する少年団の結成を

呼びかけたことが始まりで、本町

では、平成 10 年（1998 年）10

月 31 日に「阿久比町みどりの少

年団」が結成され、町内４小学校

が２年毎の持ち回りで活動して

います。 
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【矢勝川の環境を守る阿久比地区会】 

・矢勝川左岸堤防の岩滑西橋から

上流約 600ｍ区間に彼岸花を

植栽し、その維持・管理を行っ

ています。秋祭りには多くの観

光客も訪れています。 

 

 

 

 

 

   

【阿久比町板山高根湿地環境ボランティア】 

・ハッチョウトンボやシラタマホ

シクサなど希少な動植物が生

育する高根湿地の自然環境を

維持するため、平成 19 年

（2007 年）より活動を始め

たボランティアグループで

す。 

・動植物の観察、雑草や外来種の

除去、観察木道の整備、観察会

の開催などの活動を続けていま

す。 

 

 

 




