
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 



II 現況編 
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1  緑の現況と課題 

1.1 緑の現況 

1) 地域制緑地現況 

市域では下図にあげる目的にそって保安林が指定されているほか，自然公園（普通地域，特別

地域），国有林，地域森林計画対象民有林，農業振興地域の指定および農用地などにより，緑の

保全が行われています。 

 
地域制緑地指定状況  
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2) 都市計画公園・都市公園等現況図等 

本市の公園整備状況は，広域公園，総合公園，地区公園，近隣公園，街区公園，都市緑地など

合計 715 箇所が整備されていますが，市民１人当たりの公園面積は，高知市都市公園条例に基

づく設置標準 10 ㎡/人に対して 7.9 ㎡/人という現状となっています。 

 

 
公園分布図 
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都市公園の整備状況（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

地区 
都市公園数 一人当たり 

公園面積 
（㎡） 

街区 
公園 

近隣 
公園 

地区 
公園 

総合 
公園 

広域 
公園 

風致 
公園 

歴史 
公園 

都市 
緑地 

計 

上街 3       1 4 23.4 

高知街 8 1 1   1 1 3 15 38.7 

南街 4       1 5 3.7 

北街 2 1       3 1.6 

下知 30 3       33 4.5 

江ノ口 19       1 20 2.6 

小高坂 21        21 1.6 

旭街 66 1      1 68 1.4 

潮江 49 2  1     52 14.1 

三里 23 2    1   26 9.4 

五台山 3     1   4 76.4 

高須 22 1       23 2.5 

布師田 1        1 2.6 

一宮 56     1   57 1.6 

秦 12 1       13 1.3 

初月 22 1      1 24 2.2 

朝倉 97 2       99 3.5 

鴨田 43 1       44 1.9 

長浜 116 2    1  7 126 7.9 

御畳瀬         0 0.0 

浦戸      1   1 197.3 

大津 18        18 1.3 

介良 27 1      6 34 8.4 

春野 23    1    24 40.4 

鏡         0 0.0 

土佐山         0 0.0 

合計 665 19 1 1 1 6 1 21 715 7.9 

（注）児童遊園，交通公園は街区公園に含む 
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3) 緑地現況 

昭和 62 年と平成 21 年時点の緑地現況を比較すると，市域全体で田・畑・果樹園・樹林地・

森林の合計面積は 25,234ha から 23,693ha へ減少しており，都市計画区域内では，12,385ha

から 10,868ha へ減少しています。 

減少面積は市全域で 1,542ha，都市計画区域内で 1,518ha と約 98%が都市計画区域内での

減少となっています。 

 
高知市内の緑地現況 

 
高知市都計区域内の緑地現況 

注:面積には旧鏡村，旧土佐山村，旧春野町を含む 

出典：国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ 
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緑地現況（昭和 62 年） 

 

 
緑地現況（平成 21 年） 

出典：国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ 
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1.2 緑に関する施策 

1) 地域環境の保全施策 

本市には，鏡や土佐山などの中山間，北山，鷲尾山などの豊かな森林，平野部に点在する丘陵

地，春野や布師田などに広がる農地などの豊かな緑，平成の名水百選である鏡川などの貴重な

水資源の保全対策として以下の条例を定めています。 

 

地域環境の保全施策 

施策名 概要 

高知市里山保全条例 

●里山の保全について基本理念を定め，各自の責務を明らかにするととも

に，里山の保全を効果的に推進するために必要な事項を定めることによ

り，自然と調和した潤いと安らぎのある安全かつ健康で文化的な都市の

形成に寄与することを目的に制定。 
【指定箇所】 

秦山，葛島山，ノツゴ山 

高知市緑の環境の保全と

創出に関する条例 

●自然の保護，緑化の推進などの緑のまちづくりについて基本となる事項

を定めるとともに，その施策を総合的に推進することにより，現在及び

将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的に制定。 
【特別保護地区の指定】 

玉島，衣ヶ島特別自然保護地区 

【保存樹木・保存樹林の指定】 
保存樹木；51 箇所，保存樹林；25 箇所 

鏡川清流保全条例 

●河川管理者の清流保全対策並びに鏡川水系河川環境管理基本計画と相ま

って，市長，事業者及び市民のそれぞれの責務を明らかにするとともに，

鏡川清流保全に関する必要な事項を定める。 
【鏡川清流保全条例による自然環境保全区域の指定】 

筆山地区，山内神社の森，石立八幡宮の森，朝倉神社の森及びその裏山，岩ケ淵及び

その裏山，川上不動尊の森及びその周辺の森林，七ツ渕神社の森及びその周辺の森林 

2) 市民活動に関する調査 

本市では道路沿道の花飾りや，市民に身近な公園の維持などについて，市民との協働により

次のような活動が行われています。 

市民活動の状況 

活動名 概要 

花ストリート整備 
●電線地中化に伴い高知市のメインストリートを花で飾り，花のネットワ

ークの形成を図ることを目的に，中心市街地の幹線道路の花飾りを実施 
公共花壇の整備 ●地域住民やボランティアによって公共花壇の花の植え替えを年 2 回実施 
筆山公園再生に向けた 

ボランティア作業 
●平成 17 年度から市民参加の公園管理作業を地域住民や各団体と実施 

公園へのサクラ寄贈 
●ライオンズクラブやロータリークラブ，学校や企業などの各団体がサク

ラなどを寄贈 

公園愛護会による公園管

理 

●地域住民による清掃・除草，花や樹木への水やりなどの管理など約 340

団体が活動 

桂浜花海道 
●昭和 63 年から平成７年までに延長 2,700ｍの花壇を整備 

●道路管理者，23 の企業や団体がスポンサーとして管理経費を負担 

あじさい街道 

●老人クラブの花いっぱい運動から発展し，現在では春野町を流れる吾南

用水沿いに約１万本のあじさいが植栽されている。毎年 6 月初めにはあ

じさいウォークが開催され，多くの市民が参加している。 
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2  主要機能についての分析評価 

2.1 地区・資源の概要 

高知市の区分の基本単位である，大街をもとに，以下の 14 地区に分類を行い，地区ごとの資

源の分布，概況を把握します。 

なお，地区を縦断する河川や海域は，一体として評価を行い， 2.2 機能別の分析・評価につ

なげます。 

 

 
地区区分図 
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地区・資源の概要は以下のとおりです。 

 

地区・資源の概要 

区分 名 称 概要 

地区 

１.中央地区 
 高知城を中心に商業・業務が形成され，その周辺に住宅地が広がって
いる。 

２.旭地区 

 北部は鴻ノ森などの低山地で，北山のふもとでは住宅開発が進んでい
る。 

 南部は密集した住宅地が広がっている。 

３.潮江地区 
 高知港を中心とした工業地帯と住宅地が広がっている。 
 地区北部は土地区画整理事業により宅地整備が進んでいる。 

４.三里地区 

 西部は浦戸湾，南部は土佐湾に面しており，海岸沿いに高知新港や木
材団地などの流通施設が立地している。 

 北部は大畑山，大平山など低山地が広がっている。 

５.布師田・一宮地区 
 北部は西ノ峰山などの低山地，東部はまとまりのある農地が広がって
いる。 

６.五台山・高須地区 

 五台山とその北東に農地が広がっている。 
 五台山周辺とその北部に住宅地が広がり，国道 32 号沿いは商業地と
なっている。 

７.秦・初月地区 

 北部は北山県立自然公園に指定された山地であるが，北山のふもとに
まで住宅開発が進んでいる。 

 県道 44 号高知北環状線沿いは商業地となっている。 

８.朝倉地区 

 北西部は城ヶ森などの低山地で山間に農地や果樹園や集落が広がっ
ている。 

 南部は住宅地の中に農地が残っている。 

９.鴨田地区 
 南部は鷲尾山，烏帽子山など低山地，北部は住宅地が不規則に広がっ
ている。 

10.長浜地区 

 北部は宇津野山，鷲尾山などが連なる低山地が広がり，南部は農地と
住宅が混在している。 

 浦戸湾沿いは漁村集落，横浜，瀬戸などでは住宅開発が進んでいる。 

11.大津・介良地区 
 地区の約 65％が市街化調整区域で広範囲に農地が広がっている。 
 東部は高天ヶ原山や鉢伏山など低山地が広がっている。 

12.鏡地区 
 標高の高い国見山など全域が高山地となっており，山間に集落が点在
している。 

13.土佐山地区 
 標高の高い工石山など全域が高山地となっており，山間に集落が点在
している。 

14.春野地区 

 北部は鷲尾山，南部は大谷山や高森山など低山地が広がり，山地に囲
まれた農地が広がっている。 

 南は太平洋に面し，西は仁淀川が流れている。 

河川 

鏡川  高知市を流れる河川で二級河川である鏡川水系の本流。 
仁淀川  愛媛県・高知県を流れる一級河川。 
久万川  高知市円行寺を水源とする二級河川。 
国分川  高知県香美市の西部を水源とする二級河川。 
舟入川  物部川を水源とする二級河川。 
下田川  物部川を水源とする二級河川。 
新川川  春野地区の農業用水として耕地灌がいに利用される二級河川。 

海域 土佐湾  室戸岬と足摺岬を結ぶ線の北側の海域。 
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2.2 機能別の分析・評価 

1) 機能の考え方 

緑の機能として， 

(１）環境保全機能 

(２）レクリエーション機能 

(３）防災機能 

(４）景観形成機能 

(５）にぎわい創出機能 

の５つの機能で分析・評価を行います。 

各機能の分析・評価の視点は以下のとおりです。 

 

機能別の分析・評価の視点 

機能名 評価の視点 

(１)環境保全機能 

①優れた自然 

②優れた農林業地 

③動植物の保全 

④快適な生活環境・都市環境の維持 

⑤優れた歴史的風土 

(２)レクリエーション機能 

①日常圏におけるレクリエーションの場 

②広域圏におけるレクリエーションの場 

③水辺のレクリエーションの場 

(３)防災機能 
①自然災害からの危険防止の緑 

②災害に強い都市構造を形成する緑 

(４)景観形成機能 

①都市を代表する景観 

②地区や住区の良好な景観 

③ランドマークとなる緑 

④まちの顔となる緑 

(５)にぎわい創出機能 

①観光地等の良好な緑 

②高知市の玄関口の緑 

③まちの顔となる緑 

 
  



II 現況編  

II-10 

2) 機能別の分析・評価 

(1) 環境保全機能 

市北部の山地，筆山周辺などでは自然公園，鏡川は鏡川清流保全条例が指定され，貴重な植物

群などの分布や豊かな自然環境が保たれています。また，三里地区や五台山・高須地区，春野地

区の田園地帯は優良農地がひろがっています。 

街中や商店街，住宅地での敷地内緑化，国道や県道などの沿道緑化により快適な生活環境・都

市環境が維持されている一方，街路樹の強剪定によって緑が感じられない道路もみられます。 

高知市のシンボルで国指定文化財として保護されている「高知城」は，豊かな自然環境が保た

れ，歴史の感じられる場所となっています。 

このように高知市の緑の環境保全機能は概ね良好な状況にあります。 

 

  
環境保全機能図 
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(2) レクリエーション機能 

高知市内には子どもの遊び場としてブランコ，すべり台，鉄棒などの遊具がある公園が多く，

日常的なレクリエーションの場が形成されています。 

市北部の県立工石山自然公園をはじめとした自然を楽しむことができるレクリエーションの

場，高知市総合運動場をはじめとした広域圏のスポーツレクリエーションの場も形成されてい

ます。また，わんぱーくこうちや五台山，高知城，桂浜公園などは市民や観光客のレクリエーシ

ョンの場として活用されています。 

鏡川上流部のキャンプ場や久万川沿いの遊歩道は水辺のレクリエーションの場として市民に

活用されています。 

このように，高知市では様々なレクリエーション機能をもつ緑が形成されています。 
 

  
レクリエーション機能図 
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(3) 防災機能 

土砂災害危険区域に指定されている北部の山地などの周辺には自然災害からの危険防止の緑

が形成されています。また，浸水想定区域に指定されている鏡川，仁淀川沿いには，高知城や筆

山，五台山，桂浜公園など高台にある緑地が防災機能をもつ緑となっています。 

高知市総合運動場などの大規模な公園や小学校などは防災活動拠点として活用可能な緑を有

しており，災害に強い都市構造を形成しています。 

一方，地区計画や住宅開発が進んでいる住宅地や強剪定などにより緑が少ない道路では延焼

防止機能は低い状況となっています。 

このように，高知市では自然災害を防止する緑を保全するとともに災害に強い都市構造を形

成する緑の創出が必要となっています。 
 

 
防災機能図 
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(4) 景観形成機能 

工石山や鷲尾山などの山地，三里地区や五台山・高須地区，春野地区の農地，鏡川や仁淀川な

どの河川，浦戸湾が都市の骨格を形成しています。また，高知城や筆山，五台山，景勝地桂浜は

都市の骨格を形成するとともにランドマークとしても機能する緑となっています。 

河川敷の緑や大小さまざまな規模の公園，住宅地での緑化，県道 14 号春野赤岡線沿いの松林

による緑の街路景観は地区や住区の良好な景観形成に寄与しています。 

イオンモールやかるぽーとなどでは，まちのランドマークとして機能する緑が形成されてい

る一方，JR 高知駅周辺は，緑が少ない景観となっています。 

このように高知市では良好な景観を形成する資源を保全しつつ，まちの顔となる緑を形成す

るためには，ＪＲ高知駅周辺などで良好な景観を有する緑の創出が必要となっています。 

 

  
景観形成機能図 
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(5) にぎわい創出機能 

業務地や商店街の敷地内緑化，路面電車の軌道の緑化，歩道の花壇整備などにより，まちにに

ぎわいやうるおいを与えています。高知城（高知城公園）や桂浜公園，日曜市の行われている追

手筋，中央公園などは良好な観光地としての緑を形成しています。 

一方，にぎわいはあるものの観光施設によっては緑の量が少ない施設もあります。また，高知

市の玄関口であるＪＲ高知駅は緑が少なく，主要な道路の中には街路樹の強剪定によって限定

的にしか緑を感じることができない状況もみられます。 

このように高知市ではにぎわい創出機能として玄関口，まちの顔となる緑の創出が必要とな

っています。 

 
にぎわい機能図 
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3  高知市の緑の課題 

現況，市民意識調査，前計画の検証，高知市の緑を取り巻く環境の変化（高知市のまちづくり

の方向性）を踏まえ，高知市の緑の課題を抽出します。 

 

 前計画 
前計画の検証を踏まえた 

緑の基本計画改定の視点 

緑
の
将
来
像 

「ひろがる緑いきいきわが街」 

―健全な生態系と循環系を目指して― 

 

 生態学的に優れた構造と多様性をもつ緑 

 環境への負荷の低減に寄与できるような緑 

 雨水の地下浸透や貯留に優れ，市域に正常

な水循環システムを再構築できる緑 

 地域の気候・風土を映す個性ある緑 

 緑の有する多様な機能を踏まえた将来像を提

示 

 高知らしい都市と自然が調和した特色あるみ

どりの形成をめざす 

基
本
方
針 

 緑地を広げる（緑地面積の拡大） 

 豊かで大きなみどりに育てる（個々の緑の

ボリュームの増大） 

 いきいきとしたみどりをつくる（緑の質の

向上） 

 みんなでみどりをつくり育てる（人の輪の

拡大） 

 量的拡大から質的（生物多様性・実感できる

緑）充足への転換 

 超高齢化社会に対応した，公園が有する機能

の転換（高齢者を対象とした公園等） 

 維持管理コストの縮減や市民協働による維持

管理手法の導入 

 南海トラフ地震に対応した広域避難地などと

なる都市公園の防災機能の向上など（安全・

安心） 

環
境
保
全
系
統
の
配
置
方
針 

 山地・丘陵地・農地の保全 

 既存の山地・丘陵地・農地の緑地は，生物多

様性の保全のため今後も法規制や条例などに

よって保全 

 主要河川・水路の保全，改善 

 河川・水路は防災の視点も考慮しながら，水

辺にふれることができる自然環境豊かな緑を

創出 

 都市部全体の緑の総量拡大によるヒートア

イランド現象の緩和等 

 都市部の緑の総量を増やすため，沿道緑化の

剪定手法などについて関係機関への働きかけ

を実施 

 山地・丘陵地・農地などの緑と市街地を結ぶ

水とみどりのネットワーク軸（河川・道路な

ど）を形成 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン 

系
統
の
配
置
方
針 

 公園の適正配置・多様なレクリエーション

需要への対応 

 水路・農地・樹林帯などを活用したレクリ

エーション空間の整備 

 地域住民の団体や民間企業による公園の設

置・管理など，新たな手法の活用を検討 

 計画的なニーズ把握を踏まえ，必要なレクリ

エーション機能を創出 

 誰もが利用しやすい公園とするため，公園の

ユニバーサルデザイン化などを推進 

（都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン

【改訂版】（平成 24 年 3 月 国土交通省）） 
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 前計画 
前計画の検証を踏まえた 

緑の基本計画改定の視点 

防
災
系
統
の
配
置
方
針 

 自然災害全般に対応できる避難場所を確保

（海岸部は津波対応も） 

 中心市街地は，水循環の正常化，水害に強

い街に寄与できる緑地を整備 

 南海トラフ地震等災害時に機能する都市公園

等の防災機能の強化 

（復旧・復興拠点や復旧のための生活物資な

どの中継基地，周辺地区からの避難地など） 

 危険箇所に位置する公園緑地の見直し 

 安全な避難路，中心市街地内の防火帯とし

て寄与する緑地帯を形成 

 街路樹などが防災面で果たす役割を啓発し，

緑地帯の形成を推進 

景
観
形
成
系
統
の
配
置
方
針 

 市街地の眺望点を確保 

 都市景観の背景を構成する緑地，ランドマ

ークとなっている緑地を保全 

 景観計画の位置付けを踏まえ，眺望景観の保

全や視点場となる公園・公共施設などの緑を

創出 

 歴史的，伝統的景観形成に寄与している緑

地を保全 

 地区のシンボルとなる大木を育て，配置 

 社寺などの歴史的，伝統的景観形成に寄与し

ている緑地を保全 

 表彰制度などの活用により身近な緑（住宅・

道路）を創出，維持管理を実施 

に
ぎ
わ
い
創
出
機
能 

― 

 様々なイベントが開催され，にぎわいがある

公園のパークマネジメントの導入を検討 
 街路市，にぎわい施設などを結ぶ幹線道路の

緑化の推進 

 高知市の玄関口であるＪＲ高知駅周辺や中心

市街地活性化区域での先導的な緑化の推進 

（公共施設緑化に加え，民間施設緑化や市民

との協働による沿道緑化など支援策を展開） 

総
合
的
な
配
置
方
針 

 既成市街地を取り囲む環状緑地帯を維持・

形成 

 農地，水面を含めた緑地帯を市街地内に形

成し，環状緑地帯とつなぐ 

 骨格となる緑地を構成し，シンボルとなる

樹木の育成や民有地の緑化を推進 

 系統別方針を踏まえ，都市部の緑の質を向上 

 生物多様性に配慮し，都市部の緑を河川や道

路などでつなぐことで緑の見た目の量を増加 

 既成市街地を取り囲む環状緑地帯・その背後

の山地などの緑を維持 
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4  緑の基本計画の方向性 

前項の「高知市の緑の課題」を踏まえ，緑の基本計画策定の方向性を次の視点で整理します。 

4.1 計画の基本的な方針 

人口減少社会に直面するなかで，これまでのように次々と新たな施設整備を進めていくことは

効果的ではありません。 

このため，限られた財源の中で効率的な緑の維持・保全・活用を図れるように，本計画は次の

ような方針で策定します。 

1) 量的拡大から質的充足へ 

 量的拡大から質的（生物多様性・実感できる緑）充足への転換 
 超高齢化社会に対応した，既存公園が有する機能の転換 
 維持管理コストの縮減や市民との協働による維持管理手法の導入 

2) 緑の保全・活用 

 山地・丘陵地・農地などの緑地を保全し，生物多様性を維持 
 市民に身近な丘陵地などをレクリエーション空間として活用 

3) 安全安心への対応 

 南海トラフ地震に対応した広域避難地などとなる都市公園の防災機能の向上 

4.2 個別の方針 

1) 緑を守り，創り，活用する 

① 環境保全の視点 

 市北部に位置する工石山や鷲尾山などの山並みや，市街地に隣接する五台山や筆山などの丘陵

地，市域を縦断するように流れる鏡川や清流仁淀川などに代表される高知市の自然を大切に保全

し，様々な生物が共生可能な環境を形成するとともに，市民にとっても魅力ある地域資源として

の活用を目指します。 

② レクリエーションの視点 

 子どもの遊び場やスポーツの場としての機能が主だった公園を，少子高齢社会などの時代の変化

に対応し，自然とのふれあいや健康志向といった，多様なニーズに対応可能な緑の創出につなげ

るとともに，市民が気軽に訪れ，交流の場となる緑の拠点機能の充実を目指します。 

③ 防災の視点 

 安全な避難経路の確保に役立ち，延焼の防止帯としても機能する，道路沿いの街路樹や生垣のほ

か，学校や公共施設など，個々の緑をつなげ，市街地を包み込むような緑を育み，うるおいある

緑のネットワークの形成を目指します。 

④ 景観の視点 

 通りや小さなオープンスペース，住宅などの庭やベランダなど，市民に身近な場所で，様々な工

夫をしながら緑化を促進し，視界のどこかに絶えず緑があるような，緑あふれる景観の創出を目

指します。 

⑤ にぎわいの視点 

 市内外から多くの人が集まる JR 高知駅前や高知城，桂浜公園，商業集積地など拠点施設の緑の質

を高め，まちのイメージの向上につながる，緑のネットワークの形成を目指します 
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2) 緑を守り，創り，育てる人づくり 

○ みんなで支える緑のまちの視点 

高知市の緑は，これまでも，市民による様々な活動に支えられ，豊かな自然環境が保たれて

きました。 

これからは，こうした取組について，これまで活動に関わってこなかった人にも活動の輪を

広げていくために，普及啓発活動の推進などのほか，緑を守り，創り，育てる人材の育成など

を進め，さらなる活動の展開を目指します。 

また，市民や事業者などをはじめとした様々な方々が緑を増やすための支援制度の充実を図

ります。 
 

 

 

 




