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第 4 章 

将来像を実現するための施策 
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1 施策体系 

 

 「日々の暮らしの中で緑を楽しむ」をテーマとして、第 3 章の 5「緑の方針」のもと、5 つの

基本施策と 14 の個別施策に取組みます。  
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2 基本施策と個別施策 

 

（1）施策を進めるための役割と取組み期間 

 

1）市民・民間・行政の役割 
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■役割 
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2）施策の取組み期間 
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■取組み期間 

短期 計画策定から 1～2 年で準備・実行。その後も継続して実施するものを含む 

中期 計画策定から 1～5 年くらいの期間で準備・実行 

長期 計画策定から 1～10 年くらいの期間で準備・実行 
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（2）基本施策と個別施策  

 

「緑のマネジメントと連携の方針」～緑をみんなで支えていこう～ の基本施策 

 

 基本施策-1 多様な活動と連携の展開                    
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 個別施策  

①!多様な主体による連携を深める 
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公園緑地・民間のオープン

スペースの活用・管理・運

営に向けた働きかけ 

 

 民間・行政  短期 

民間と協定を結び、公園緑地と民間の

オープンスペースの一体的な活用・管

理・運営を実施 など 

公共や民間の緑の維持管理

における地域・民間・教育

機関と連携した活動の推進 

 

 市民・民間・行政 

 

 中期-長期 

イベントなどで活用した公園の芝生の

復旧や清掃などを、地域と連携して実

施 など 

緑ボランティア団体の活動支援・花植

え・緑の市民講座などについて引き続

き協働で実施 など 

NPO が主催する市民が自然環境につ

いて学ぶ機会や農体験の機会の創出

について引き続き協働で実施 など 

環境教育などの機会での連携 など 
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②参加につながる取組み 
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市民の意見や多様なニーズ

に合わせた活動の支援。参

加につながる市民への情報

の発信 

 市民・行政  短期  

少人数での参加への仕組みの検討 

など 

ボランティア活動に関する情報発信 

など 
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③緑の良さを実感する機会の創出 
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日々の暮らしの中で緑の良

さを実感する働きかけと機

会を創出する取組みを実施 

  

  行政  短期 

緑の良さを実感できる情報を紹介す

る情報誌などの発行 など 

まちの緑に関する冊子の作成、緑の良

さを感じる事例やアイデアを募集し、

それらを紹介する企画や取組みを実

施 など 
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④緑を支える広域的な連携 
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都や近隣区市と連携した公

園・水辺環境の整備  

 

 市民・行政  長期 

都立公園、近隣区市の公園を考慮し

た防災・生物多様性を配慮したリニ

ューアル など 

玉川上水、千川上水、仙川の整備にお

ける東京都や近隣区市及び水辺環境

で関係する行政との連携と協力など 
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⑤多摩の森林保全 
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多摩の森林を保全するため

の自然体験や多摩産材の活

用による取組みの充実 

 市民・行政  中期  

二俣尾・武蔵野市民の森での市民講

座の継続 など 

公共施設に多摩産の木材を活用 

など 
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「公共的な緑と水辺の方針」～緑と水の魅力を輝かそう～ の基本施策 
 

 基本施策-2 緑と水が持つ効果を高める                   
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 個別施策  

①公園緑地などの機能と維持管理の充実 
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「公園・緑地リニューアル

計画」を改定し、地域のオ

ープンスペースも考慮した

公園緑地の配置検討・整備

とリニューアルを実施  

 

 行政  短期  

農業ふれあい公園などの特色のある公
園緑地の整備 など 
地域のオープンスペースを考慮した公
園緑地の配置検討と整備 など 
公園緑地の機能と魅力の再生を行うリ
ニューアルの実施。新たな整備において
は、周辺の緑と一体的な景観形成と機能
(遊び、憩いなど)の補完 など 
緑被地面積の確保目標の検討 など 

長期的な視点を見据えた更

新方法の検討 行政  中期 
街路樹診断などと合わせ、計画的な更新
を実施 など 

 

②水と緑の軸・緑の拠点の継承 
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水と緑の軸を構成する水辺

と街路樹、緑の拠点となる

雑木林などを守り、次世代

へ継承し生物多様性・雨水

浸透・延焼防止効果・ヒー

トアイランド現象緩和など

に寄与する緑を創出 

 

 行政  中期 

玉川上水の緑の保全に向けた関係機関と
の連携、千川上水の散策路などの整備、
仙川水辺環境整備のあり方を検討 など 

道路緑化の推進 など 

緑の拠点となっている大学(成蹊大学、亜
細亜大学など)と情報交換や課題を共有
し、緑の保全に向けた連携を実施 など 
緑の拠点となる学校の緑の保全・活用 

境山野緑地などの樹林の保全方法につい
て引き続きの検討 など 
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③景観を高める緑の創出 
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公共施設や市の玄関口とな

る駅周辺での良好な緑の景

観の創出  行政  中期  

公共施設や道路の緑化について、維持管

理を見据えた質の高い緑が創出されるよ

う協議を実施 

景観ガイドラインの指針に従って、周

辺に配慮した地域の特性や文化を踏ま

えた整備となるよう誘導 など 
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 基本施策-3 魅力アップとなる活用方法                   
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 個別施策  

①!行政課題に対応した公園緑地の活用 
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健康福祉・保育・地域活

性・防災など利用に対応し

た仕組みづくり 

 民間・行政  中期 

公園の重複利用や、公園利用者と近隣
住民の利用をめぐるトラブル解消に向
けた庁内・地域の連携など 

子どもの見守り、防災・地域活性につ

ながる公園活用 など 

遊びや憩いなど機能を強化

する活動の支援や子育てサ

ポートの取組みの検討 

 民間・行政  短期 

プレーパーク事業の引き続きの支援 

など 

公園での子育てサポートの取組みを

検討 など 
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②公園緑地の魅力アップに役立つ運営の仕組みづくり 
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公園を柔軟に使うための制

度の研究   

 市民・行政  短期-中期� 

市民や商店会、地域団体などの地域の

ニーズに合わせた柔軟な使い方がで

きる運営の仕組みづくりを検討 な

ど 
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「民有地の緑の方針の基本施策」 ～暮らしに緑の恵みを育もう～ の基本施策 

 基本施策-4 個々の緑を地域の緑として育む                   
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 個別施策  

①「農」と触れあう機会と農地活用の取組み 
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農体験の機会、食の地産地

消の推進など、農地保全に

つながる取組みを検討 

 民間・行政 中期  

 

公園や公開空地などで、市内の野菜

を販売するファーマーズマーケット

の実施 など 

身近で農体験ができる農業公園など

の整備の検討 など 
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②地域の緑をサポートする取組み 

� ���������������������������

����������������������������

�

���������

民有地の樹木・樹林地に対

する保全制度の見直し   

 行政  短期 

剪定などの樹木管理の制度の見直し 

など 

将来の文化財への指定を見据えた地

域の重要な樹木の保全 など 

民有地の緑を地域共有の緑

として捉え、自助・共助・

公助の連携による取組みを

支援 

 市民・行政  中期  

地域のボランティアによる民有地の

緑への支援方法の検討 など 
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 基本施策-5 暮らしを彩る多彩な緑の演出                           
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 個別施策  

①緑を育む暮らしを楽しむ 
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暮らしを彩る緑と花に親し

む機会の創出や地域での交

流など、緑を育むためのル

ールづくり、専門家派遣と

いった支援 

 市民・行政  中期 

生垣助成要件の見直し など 

誕生・新築記念の苗木・花苗プレゼ

ント など 

地域で緑を育むルールづくり(協定)  

など 
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②まちを彩る質の高い緑化の推進 
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既存の指導基準の見直しに

よる、接道部緑化の充実や

緑の質を高める誘導方策を

検討 

 市民・行政  短期 

緑の質を高める指導基準の見直し 

接道部緑化の充実に向けた検討 

屋上緑化・壁面緑化などの誘導方策

の検討 
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緑地の社会・環境価値を評価する認

定制度のインセンティブの研究と検

討 など 
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