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1 ガイドラインの概要 

 

1.1 東村山市の「みどり」に関するこれまでの取り組み 

 

東村山市では、「緑の保護と育成に関する条例」を制定し、市の緑を守るための制

度を整え、「東村山市第 4 次総合計画」、「東村山市みどりの基本計画 2011」、「東村山

市環境基本計画」の中でも、緑を守るための計画を検討してきました。しかし、これ

らの計画では、その性格上、緑の維持や改善方法などについては、より具体的な検討

にまで至っていないのが現状でした。 

「東村山市みどりの基本計画 2011」における市内の樹林地、草地、農地を加えた

「みどり」の面積は、平成 20 年時点で 546.2ha と市面積全体の 31.8%であり、年々

減少傾向にあります。この量的な「みどり」の減少に加えて、樹林を中心とした緑地

の質の低下も重要な問題となっています。雑木林は、管理をしなくなったことで、人

が立ち寄らないようになった林へと変貌してしまいました。また、市民に四季折々の

季節感を伝え、炎天下には緑陰を作ってきた街路樹も高齢化と高木化が進んで、樹木

自体に衰退が起こってきています。このような事態を受け、将来にわたって緑がもた

らす恩恵を感受していくためには、今ある緑を今後はどう管理していく必要があるの

か、条例や上記の計画では言及できていない管理方法について、抜本的な検討が必要

である時期に来ていました。 

このような状況の中、平成 25 年 12 月 16 日に、東村山市の緑の保全・管理のあり

方の検討に特化した「公共の緑の植生管理のあり方について」の検討を、「東村山市

緑化審議会」に諮問しました。審議会では、これを受けて、様々な機能を持つ貴重な

緑を守り育てるために、東村山市の地域性を踏まえた望ましい緑のあり方は、どのよ

うなものか、今後どのような管理対策が必要か、それを進めるためにはどのような環

境整備が必要か、などについて論議を重ねました。これらの検討の結果を示した「公

共の緑の植生管理のあり方について」（答申）が、平成 26 年 9 月 17 日に答申されま

した。 

この答申を踏まえて、その第一歩として、東村山市の公共の緑をより良い緑として

維持していくための具体的な管理計画を検討するため、平成 26 年から平成 27 年にか

けて、公共の緑の現状を把握するための調査を実施し、その調査の結果に基づき、答

申内容の具現化を図った「公共の緑の植生管理のガイドライン」を策定しました。 
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■『「みどり」、公共の緑、緑地』の説明 

・「みどり」：「東村山市みどりの基本計画 2011」で、「植物だけでなく、動物の生態系と土壌や、大
気、水などの自然の構成要素全体を示す。人間の精神や文化の基盤、安全で快適な生活環境、美
しい景観に必要なものという意味」にも使っています。 

・公共の緑：東村山市が管理しているみどりを指します。 

・緑地：東村山市が管理しているみどりのうち、本ガイドラインで対象としている公共緑地、都市
公園、用水、街路樹、学校の緑を総称して「緑地」としています。多摩湖緑地や淵の森緑地など
の固有の公共緑地を示すものではありません。 

 

1.2 ガイドラインの目的 

 

東村山市の公共の緑地（公共緑地、都市公園、学校、街路樹、用水）では、植栽の

目的や立地環境はそれぞれ異なっており、これらの豊かな緑地を貴重な財産として残

して行くためにも、樹林や樹木の現状や立地環境に応じた緑地の維持管理を計画的に

実施していくことが必要です。 

このため、それぞれの緑地の管理計画や方法を定めるための導（しるべ）となるよ

うに、立地・構成・樹種の現状を踏まえた目指すべき姿を定めて、その目標に向けた

管理を行う指針として活用することを目的としています。 

 

1.3 ガイドライン策定の基本的な考え方 

 

本ガイドラインは、次に示す ①緑地が有する様々な機能を活かし、②緑地の置か

れた空間の特性に応じ、③緑地の樹木の育成段階を十分に認識しつつ、緑を育成・管

理する方策について、現地調査及びケーススタディを基に作成しています。 

 

■緑地が有する様々な機能を活かすための取り組みの必要性 

緑地には様々な機能があり、その機能をより高める取り組みが必要です。 

 

  市民に身近なみどりとして、雑木林、屋敷林、竹林などの森林や、畑を中心とした

耕作地、学校、街路樹、緑道、河川の草地など、様々な形態があります。当然のこと

ながら、公共の緑においても、それぞれの植栽の目的や立地環境の違いにより、期待

される公益的な機能は異なっています。 

例えば、雑木林は、自然豊かな景色を与えてくれる機能があり、様々な生き物が生

息する空間としての機能も有しています。公園の樹木は、公園の入口付近では庭園的

な修景美が求められ、外周部の樹木には、生活空間から遮蔽する機能や、大災害時の

延焼遮断帯としての機能が求められています。小中学校の校庭の樹木は、環境教育の

資源としても重要であり、鉄道近くの学校では防音林としての機能が求められたりし

ます。また、学校の樹木は、教育の場に留まらず、地域住民の生活の場の近くにある

ため、延焼遮断帯としての機能が期待されます。 

このように、公共の緑が持つ様々な機能をより高める取り組みが必要です。 
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■緑地の置かれた空間の特性に応じた取り組みの必要性 

樹木の生育環境には、生育空間の側面と生育基盤の側面から様々な制約条件を有す

ることが多くあります。その緑地の置かれた空間の特性や制約条件に応じながらの

機能を発揮させる取り組みや、制約条件を改善することでより高次的な機能を発揮

させる取り組みなど、多面的な取り組みが必要です。 

 

  樹木が生育できる条件は様々です。高さも枝の広がりも問題なく伸ばせる雑木林や

大規模公園などに生育しているものもあれば、学校、小規模公園、街路樹などのよう

に、建物に近いため枝を広げられない場所にあるもの、電線があるため高さを伸ばせ

ない場所にあるものなどがあります。このように、樹木が生育している空間には、様々

な制約条件があります。 

また、樹木が根を十分に広げられる雑木林や大規模公園などに生育しているものも

あれば、学校、小規模公園、街路樹などのように、土が踏み固められて根が十分に広

げられない場所にあるもの、植栽されている枡が狭いため生長が制限されてしまうも

のなどがあります。このように、樹木の生育基盤にも、様々な制約条件があります。 

  緑地の生育環境には、生育空間の側面と生育基盤の側面から様々な制約条件を有す

ることが多いです。その緑地の置かれた空間の特性や制約条件に応じながら機能を発

揮させる取り組みや、制約条件を改善することでより高い機能を発揮させる取り組み

など、多面的な取り組みが必要です。 

 

■樹木の育成段階に応じた取り組みの必要性 

緑地管理では、対象となる緑地の樹木が、どの段階の生長過程にあるのかを十

分に認識し、その段階に応じた取り組みが必要です。 

 

  緑地の管理の目的は、樹木の生育条件を整えて、その育成を図ることにより生長さ

せ、緑地としての熟成を図り、様々な機能を発揮させ、その機能を維持することです。

通常、緑地は、育成等の管理を行いながら、徐々に機能を発揮し始め、完成期を経て、

老化・衰退期に向かいます。 

  緑地管理では、対象となる緑地の樹木が、どの段階の生長過程にあるのかを十分に

認識し、その段階に応じた取り組みが必要です。 
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1.4 ガイドラインの構成 
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2 現地調査の概要 

 

2.1 調査の年度構成 

 

本ガイドラインの作成にあたり、東村山市内の公共の緑の現状を把握するため、平

成 26 年度は、樹種、胸高直径、樹高を主体とした基礎調査、平成 27 年度は、樹形状

況、樹木健康度を主体とした詳細調査を実施しました。 

 

 

2.2 調査対象とした緑地 

 

調査対象とした緑地は、公共の緑のうち、公共緑地（2 地点）、都市公園（5 地点）、

用水（1 地点）、街路樹（4 地点）、学校（22 校：小学校 15 校、中学校 7 校）の合計

34 地点です。 

  

■調査対象とした緑地一覧 

名称 緑地タイプ 記号 名称 緑地タイプ 記号

多摩湖緑地 公共緑地 緑1 化成小学校 学校 小1

淵の森緑地 公共緑地 緑2 回田小学校 学校 小2

萩山公園 都市公園 公1 大岱小学校 学校 小3

稲荷公園 都市公園 公2 秋津小学校 学校 小4

熊野公園 都市公園 公3 八坂小学校 学校 小5

南台公園 都市公園 公4 萩山小学校 学校 小6

美住公園 都市公園 公5 南台小学校 学校 小7

野火止用水 用水 野火止用水 久米川小学校 学校 小8

都市計画道路3･4･27号線 街路樹 街1 東萩山小学校 学校 小9

都市計画道路3･4･3号線 街路樹 街2 青葉小学校 学校 小10

市道113号線4 街路樹 街3 北山小学校 学校 小11

補助道1号線 街路樹 街4 秋津東小学校 学校 小12

野火止小学校 学校 小13

久米川東小学校 学校 小14

富士見小学校 学校 小15

東村山第一中学校 学校 中1

東村山第二中学校 学校 中2

東村山第三中学校 学校 中3

東村山第四中学校 学校 中4

東村山第五中学校 学校 中5

東村山第六中学校 学校 中6

東村山第七中学校 学校 中7  
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■調査対象とした緑地の位置図 
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2.3 調査の内容 

 

緑地の現状を把握するために、次に示す項目の調査を実施しました。調査した樹木

の本数は、公共緑地 852 本、都市公園 649 本、用水 1,450 本、街路樹 311 本、学校

1,957 本、合計 5,219 本です。 

 

■調査の内容 

調査項目 調査の内容 

1.樹種 樹木の和名を記録しました。 

2.胸高直径 地上 1.2m 高における樹木の直径を 1mm 単位で計測しました。 

3.樹高 樹木の高さを 0.5m 単位で計測しました。 

4.樹形 樹木の樹形を調査し、次の 4 タイプに区分しました。 

自然相似樹形自然樹形

剪定が加えられてい
ない自然なもの

透かし剪定など健全
な管理がなされてい
るもの

乱暴な剪定で樹形
が乱れているもの

美観に配慮し整形さ
れているもの

ぶつ切り樹形 仕立て樹形

 

5.樹木健康度 枝葉の量、枯損部分、葉の異常、樹木の傾斜、枝の異常、幹の異常、根株の異

常、根系の異常の 8 項目について、調査しました。 

この結果を用いて、樹木健康度として、『健全』（問題はない）、『問題あり』（葉

量と大きさの活力低下、枝や幹の腐朽・キノコの外観不良の問題がある。）、『悪

い』（枯死の恐れがある。）の 3 段階に評価しました。 

6.樹木位置 樹木が生育している場所を地図に記載して、位置図を作成しました。 

 

また、樹木調査と並行して、各緑地周辺の用途地域や土地利用状況についても調査

し、緑地の位置する場所と周辺条件などから、緑地ごとにゾーン分けを行い、それぞ

れに求められる緑地機能を検討し、緑地機能発揮のための目標像を設定しました。 

こうしてまとめられた目標像と、現地調査により得られた現状を解析し、詳細なケ

ーススタディを行いました。 
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3 植生管理の基本方針 

 

東村山市緑化審議会からの答申を踏まえて、今回の現地調査で得られた詳細な状況

を加味して、植生管理の基本方針を次のようにまとめました。 

 

3.1 大径木 

 

都市公園、学校などに、ケヤキやヤマザクラなどの大径木のシンボルツリーがあり

ます。これらは、樹種本来の雄大で美しい樹形を保つことが理想的です。 

 

  
公園内のケヤキ大径木 
樹冠を横に広げたケヤキらしい樹形。 

学校校庭のヤマザクラ大径木 
自然に近い樹形でのびのびと管理されている。 

 

一部のシンボルツリーでは、強剪定となっている状況が多く見られます。管理上、

安全確保や近傍に構造物があるなど、やむを得ず強剪定をしなければならない場合も

ありますが、強剪定は必要最小限に留め、剪定手法のひとつであるすかし剪定を取り

入れるなど、なるべく樹木本来の樹形が保たれるようにします。 

 

  
強剪定されたヒマラヤスギ（左側） 透かし剪定されたソメイヨシノ 

自然の樹形に近い。 
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3.2 公共緑地 

 

公共緑地は、市内のみどりにおいて中心的な存在となる雑木林であり、平坦地に広

がる平地林、河川沿いや段丘斜面に帯状に分布する斜面林などがあります。 

平地林は、これまで炭、薪などの薪炭林として利用し、落ち葉や肥料として利用し

た農用林としての機能を有していました。樹木を 10～15 年位で伐採し、その後、そ

の切り株から発生した「ひこばえ（萌芽）」を育てて林を作り、定期的な伐採利用を

してきた林です。落ち葉掻きに支障がないように低木類の刈り取りも行われてきまし

た。このため、林内は明るく、春にはキンラン、ギンランをはじめとする雑木林特有

の植物も多く生育していました。しかし、戦後の社会状況の変化により、この林の役

割が低下し、森林の機能は急激に失われました。その結果、管理が放棄された林も見

られるようになっています。 

斜面林は、斜面の浸食防止のために大切であることから、これまで伐採の手があま

り入れられなかった林です。また、土壌水分の多い斜面下部の林縁的な場所では、カ

タクリ、イチリンソウ、ニリンソウなど、春のみにその姿を見せる「春植物」の生育

地もみられ、種の多様性の高い林でもあります。このようなことから、この林は、浸

食防止、生物多様性の維持の観点からも保全が必要です。 

今回対象とした公共緑地では、これらの雑木林の環境が比較的良好に保全されてい

ます。その立地条件や樹林内の状況が異なることから、植生管理の基本方針は、「現

状維持の管理」、「伐採により維持する管理」、「手を付けずに保存する管理」の３つに

分けます。 

 

■現状維持の管理 

危険木の除去やアズマネザサを中心とした下層植生の定期的な草刈りなどの管理

が行われている場所では、樹木密度が適正で、樹木の健康状態も良好な状況にありま

す。このような場所では、今後も同様の管理を行っていくことを基本方針とします。 

 

  

樹木密度が適性で林内は明るい。 
危険木の除去や下草刈りが定期的に行われてい
る。 
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■伐採により維持する管理 

生育密度が高い状態で樹木が成長し、高木化してしまった場所では、伐採により本

数を減らした上で、維持していくことを基本方針とします。その際、危険木、落葉や

日蔭などの近隣に及ぼす影響が大きい樹木を中心に伐採していきます。 

その際に、萌芽更新を促すために下層の低木や草本も伐採して林床を明るくします。

萌芽更新しない場合は補植します。 

 

  
樹木密度が高く、危険木も多い。 生育密度が高いままクヌギが高木化している。 

 

■手を付けずに保存する管理 

河川沿いや斜面に立地する樹林は、侵食防止の観点、生物多様性の観点から積極的

な伐採や下草刈り等は行わず、手を付けずに保存することを基本方針とします。 

 

  
常緑樹林への遷移が始まっている。 シラカシを中心とした常緑樹林が広がっている。 
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3.3 都市公園 

 

都市公園は、人々が散歩や安らぎを求めて、子どもたちが遊び場として利用してい

ます。そのため、園内は広く空間があり、その周辺に樹形の美しい高木や大経木、四

季折々の花が咲くなど、修景的な植栽や緑陰が好ましく、入口周辺は修景植栽、境界

周辺は遮へい効果が求められており、ともに園内の状況との連続性が必要です。 

今回対象とした都市公園では、樹林の問題は少なく、樹木の健康状態も概ね良好で

す。 

 

  
園内 
ある程度開放空間を残しながら、高木がバランスよ
く配植されて、緑陰を提供している。樹木の樹形や
健康状態は良好なものが多い。 

入口周辺 
高木、中木、低木が組み合わされており、園内との
連続性がある。樹木の樹形や健康状態は良好なも
のが多い。 

 

 

境界周辺 
中木、低木からなる密度の高い帯状植栽。 
写真の場所では樹冠の大きさを管理しながらも自
然な樹形を保っている。 
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しかし、境界周辺、園内では、ケヤキやシラカシなど強剪定された樹木も多く、腐

朽木、樹勢の低下などの健康状態が良好ではない樹木が半数を占めているので、これ

らに対応します。 

管理の基本方針は、安全確保や隣接する住宅等への越境を防ぐため、やむを得ず強

剪定をしなければならない場合もありますが、強剪定は必要最小限に留め、剪定手法

のひとつであるすかし剪定を取り入れるなど、なるべく樹木本来の樹形が保たれるよ

うにします。 

境界周辺の樹木には、切詰め剪定を行い、越境を防ぐようにします。 

 

  

境界周辺 
強剪定後に樹勢が低下し、枯損
部が広がった樹木 

園内 
腐朽部分が広がってしまった樹
木 
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3.4 用水 

 

野火止用水は、江戸時代に開削された用水路で、この導水により、武蔵野の開墾が

大きく進み、流域の水田や飲料水、水車の動力源として使用されていました。また、

樹木は、用水に面したところに土地をもつ住民が、薪や落ち葉を肥料として日常的に

利用するとともに、低木や下草の刈りこみなどの管理も行われていましたが、用水沿

いの田畑の宅地化や上水道の普及により、かつてのような利用は行われなくなりまし

た。 

昭和 49 年に東京都の「野火止用水歴史環境保全地域」に指定され、保全が図られ

てきましたが、用水周辺の樹木は成長し、高齢化と衰弱が進んでいる状態です。 

野火止用水は、長距離にわたる高木の帯状の植栽地として、生物生息環境の保全、

延焼遮断帯、歴史・文化景観の形成の観点から非常に重要です。用水の樹林のあり方

は、コナラ・クヌギなどの落葉広葉樹からなる高木、中木、低木の組み合わせによる

明るい雑木林です。 

用水では、樹木の高齢化と衰弱化が生じており、その立地条件や樹林内の状況が異

なることから、植生管理の基本方針を、「現状維持の管理」、「伐採により維持する管

理」に分けます。 

 

■現状維持の管理 

用水の開渠部の一部には、樹木密度が適正で、樹形や健康状態が良好な区間があり

ます。このような場所では、定期的な低木と草本、危険木や支障木の除去など、現在

の管理を継続し、現状を維持していくことを基本方針とします。 

 

  
高齢木からなる雑木林は、危険木が適切に除去さ
れ、適度な密度を保っている。また、低木や草本も
定期的な伐採により、林内が明るくなっている。 

周囲を住宅に囲まれているため、枝を出す空間が
狭いが、支障木伐採により樹木密度を減らし、良好
な健康状態を保っている。 

 

また、暗渠部では、樹木によるまちなみ景観が形成され、樹形や健康状態もほとん

ど良好であるため、現状維持の管理を行います。 
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暗渠部は歩道になっており、樹木によって、まちな
み景観が形成されている。 

問題のある樹木はわずかであるが、水路脇に生育
するため、根株に問題が生じている。 

 

■伐採による管理 

開渠部の多くの区間では、樹木の高木化による競合がみられ、樹形や健康状態が良

好ではない状態にあります。このような区間では、危険木の除去あるいは樹木密度の

高い箇所では間引きのための伐採を行い、樹木の生長空間を確保するようにします。 

 

  
樹木密度が高い状態で、高木化しているため、互
いに競合して枝を出す場所がない。 

大径木の伐採後、低木や下草が繁茂し、藪になった
例。 
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3.5 街路樹 

 

街路樹は、春のサクラ、夏のケヤキの緑陰など市民にとっては身近で関わりが深い

ものです。樹木の樹冠がのびのびと生育していて、まちなみ景観を形成しているのが

理想的です。 

今回対象の街路樹は比較的小さい道路規模のものであり、ソメイヨシノやケヤキが

植栽され、樹冠が広げられる空間が狭いものが多く見られます。 

街路樹は、樹冠が広げられる空間の大きさと植栽枡の大きさによって生育環境が大

きく異なるため、植生管理の基本方針を、「現状維持の管理」、「外科的手当てと更新

（植替え）等の検討」に分けます。 

 

■現状維持の管理 

樹冠の周囲が、広い空間に植栽されたソメイヨシノと、狭い空間に植栽されたコヒ

ガンザクラは、樹形も健康状態もほとんど良好です。基本的には、大きな問題はなく、

現状維持の管理を行います。 

 

  
広い空間に植栽されたソメイヨシノ 
花見等の行楽、まちなみ景観の形成機能が発揮さ
れている。ソメイヨシノの健康状態は良好である。 

狭い空間に植栽されたコヒガンザクラ 
空間の広さに合わせた樹種が選択されており、健
康状態は良好である。 

 

■外科的手当てと更新（植替え）等の検討 

狭い空間に植栽されたソメイヨシノとケヤキは、健康状態があまり良好ではありま

せん。多くの樹木には、強剪定、腐朽、キノコなどがみられます。これらに対しては

外科的手当てを行うとともに、土壌改良及び植栽枡の拡張を検討することが必要です。

ソメイヨシノに関しては高齢化が進み、樹勢の低下も見られるため、更新（植替え）

や樹種変更の検討も必要です。ケヤキは、市道の規模に対しては、大きくなりすぎる

樹種のため、将来的には樹種変更の検討も必要です。 
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狭い空間（ソメイヨシノ植栽地） 
狭い空間のため強剪定されている。 
腐朽やキノコなどが見られ、健康状態は良好ではな
い。 

ケヤキは道路規模に対して大きくなりすぎる樹種で
あるため、樹冠が縮められた樹形になっている。 
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3.6 学校 

 

学校は、教育の場であり、子ども達がのびのびと育つ環境として、樹木ものびのび

とした自然な樹形に保たれることが望まれます。 

正門周辺の修景植栽、遮蔽効果が求められる校庭など境界周辺の植栽、建物の直線

性を緩和する建物周辺の植栽など、目的や機能が異なるので、それぞれに合致した植

栽を維持していくことを基本方針とします。 

 

  
入口周辺 
高木、中木、低木が組み合わされて配植され、修景
機能を発揮している。 

イチョウのシンボルツリー。 
自然樹形で管理されており、伸びやかである。 

  
境界周辺 
幅広く密な帯状植栽。遮へい効果が発揮されてい
る。 

建物周辺 
低木の帯状植栽にバランスよく中木が配植され、建
物の平面性を緩和している。 
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果樹園では、カキノキやミカンなどの果実が収穫で
き、環境教育の機能を発揮している。 

校庭と一体化した雑木林があり、児童が駆けまわる
ことができ、樹木を身近に感じることができる。 

 

安全確保や隣接する住宅等への越境を防ぐため、やむを得ず強剪定をしなければな

らない場合もありますが、強剪定は必要最小限に留め、剪定手法のひとつであるすか

し剪定を取り入れるなど、なるべく樹木本来の樹形が保たれるようにします。 

学校は、正門周辺、境界周辺、建物周辺、果樹園周辺など多くの場所で、強剪定や

高齢化の樹木がみられるため、街路樹と同様に更新（植替え）の検討を行います。 

 

  
入口周辺 
強剪定されている。 

境界周辺 
強剪定されている。 

  
境界周辺 
ソメイヨシノは高齢化している。 

建物周辺 
強剪定されている。日蔭のため樹勢が悪い。 
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4 緑地に求められる機能 

 

4.1 緑地が有する機能 

 

緑地には、立地している土地利用の違い、緑地空間と生活空間との位置関係、自然

地や人工地などの立地環境の違いなど、緑地の置かれた立地・空間の違いにより、

様々な機能が発揮されています。 

緑地が有する機能は、大きくは、①環境保全機能、②レクリエーション機能、③防

災機能、④景観形成機能です。 

 

■緑地が有する機能 

  
環境保全機能：樹林により生物生息環境が提供さ
れている。 

レクリエーション機能：散策による健康増進や自然
とのふれあいが楽しめる。 

    
防災機能：大規模な公園の園内は緊急避難に使用
できるほか延焼遮断効果もある。 

景観形成機能：町並みの中に自然的な景観を創り
出している。写真は社寺林。 
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4.2 東村山市の緑地が有する機能 

 

東村山市にある今回の調査対象とした緑地も、様々な機能を有しています。緑地が

有するこれらの機能を効果的に発揮させていくためには、機能の違いに留意して、

適切な対策を講じていくことが必要です。 

東村山市の緑地が有する機能について、下表に示すように、緑地タイプ別に整理し

た結果、緑地タイプによって有する機能に違いがあります。 

 

都市公園は、面積規模の大小によって、緑地が有する機能に違いがあると考えられ

るために、大規模公園と小規模公園に分けています。面積規模の大きな公園が有する

遮へい効果、緊急避難などの機能は、「大きな機能を有する」と評価しました。面積

規模の小さな公園では、面積規模の大きな公園と比較して機能の程度が低いので、こ

れらを「機能を有する」としました。 

 

■東村山市の緑地が有する緑地機能     「◎：大きな機能を有する」、「○：機能を有する」 

遮
へ
い
効
果

気
温
緩
和

生
物
生
息
環
境
の
保
全

ス
ポ
ー

ツ
・
散
策
等
の

健
康
増
進

花
見
等
の
行
楽

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い

環
境
教
育

緊
急
避
難

延
焼
遮
断
帯

流
量
調
整
・
水
源
涵
養

修
景
の
形
成

ま
ち
な
み
景
観
の
形
成

自
然
的
景
観
の
形
成

歴
史
・
文
化
景
観
の
形
成

公共緑地 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎

都市公園
（大規模公園） ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

都市公園
（小規模公園） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

用水 ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

街路樹 ○ ○

学校 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

環境保全機能
レクリエーション

機能
防災機能 景観形成機能

緑地タイプ
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下表では、緑地が有する機能（環境保全機能、レクリエーション機能、防災機能、

景観形成機能）の内容について、詳しく説明しています。さらに、東村山市の緑地タ

イプが有している機能の程度を「◎：大きな機能を有する」、「○：機能を有する」で

評価した結果も述べています。つまり、前表の「◎：大きな機能を有する」、「○：機

能を有する」の根拠を示しています。 

 

■東村山市の緑地が有する緑地機能の内容（1） 

■環境保全機能 

・遮へい効果 

騒音発生源と受音点の間に緑地があると、騒音の大きさが低減します。例えば、

周辺の道路や鉄道の騒音と学校の間、学校と周辺の住宅の間などで、防音効果が想

定されます。また、騒音に限らず、防風、防塵、視認、緑陰などの遮へい効果も含

めて、ここでは考えることとしています。 

公共緑地、都市公園（大規模）では、緑地が広いので、「◎：大きな機能を有す

る」としています。都市公園（小規模）、学校、野火止用水では、発生源と受音点

の間の断面積としての緑地の量はそれほど多くはないので、「○：機能を有する」

としています。 

・気温緩和 

建築物や舗装面で地表が覆われると、植物や水面、地表からの水の蒸発が減少し

ます。一方、舗装面からの輻射熱や都市活動による排熱などにより、都市部の気温

が高くなるヒートアイランド現象が生じています。植物の蒸散効果の大きい大規模

な樹林地は、都市の気温を低減させる効果が大きく有効です。 

東村山市には都立の中央公園や狭山公園があり、公共緑地である多摩湖緑地や淵

の森緑地や都市公園（大規模）の規模は、これらと比較して、それほど大きくない

ので、「○：機能を有する」としています。野火止用水は、緑地がごく小規模に線

状あるだけですが、水辺を有していることから気温緩和効果が追加されるため、

「○：機能を有する」としています。 

・生物生息環境の保全 

山地や丘陵地、里山などの雑木林は多くの生き物の貴重な生息地となっていま

す。また、市街地に残る河川も、昆虫や野鳥などの貴重な生息場所であるとともに、

生物の移動空間としても機能しています。これらの貴重な自然資源を後世に引き継

ぎ、生物の多様性の確保や生態系の保全・回復を目指していく上でも、緑地として

整備・保全していくことが重要です。 

公共緑地、都市公園（大規模）では、緑地が広く、豊かな自然があるので、「◎：

大きな機能を有する」としています。用水は、緑地が回廊となっており、また、水

辺を有し環境に多様性があるので、「◎：大きな機能を有する」としています。 
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■東村山市の緑地が有する緑地機能の内容（2） 

■レクリエーション機能 

緑地は、人々が憩い、遊び、スポーツや散策を楽しみ、花見等の行楽での語らい、

また、環境学習を行う場として、都市に住む人々の日常の生活に潤いと安らぎをも

たらしてくれます。特に、幼児や高齢者の方などにとっては、安心して過ごせる場

所として、あるいは人と自然とのふれあいの場として重要です。 

・スポーツ・散策等の健康増進 

公共緑地、都市公園（大規模）では、散策等を行う広場・園路等が広いので、「◎：

大きな機能を有する」としています。用水は、緑地が線状となっており、また散策

路として雑木林のみちコースが設定されていますが、道路交通量がやや多く利用者

はそれほど多くないので、「○：機能を有する」としています。小規模公園と学校

は面積が狭いため「○：機能を有する」としています。 

・花見等の行楽 

一部の街路樹にはサクラ類が植わっており、学校も入学時がサクラ類の開花時期

となっています。しかし、これらは行楽ではないので、「○：機能を有する」とし

ています。 

・自然とのふれあい 

公共緑地、都市公園（大規模）、野火止用水では、身近なところにある豊富な緑

ということで、「◎：大きな機能を有する」とし、都市公園（小規模）、学校も、身

近な緑ではありますが、これらと比較して、量的・質的に低いため、「○：機能を

有する」としています。 

・環境教育 

学校、公共緑地の緑地は、環境教育の場として大いに利用されているため、「◎：

大きな機能を有する」としています。都市公園（大規模）、野火止用水は、緑が豊

富で環境教育の場としての潜在性があるので、「○：機能を有する」としています。 
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■東村山市の緑地が有する緑地機能の内容（3） 

■防災機能 

緑地は、避難路や避難場所の確保の役割を果たし、避難場所となる公共緑地や大

規模公園、一時集合場所となる小規模公園や学校が重要です。また、面積の広い緑

地は、ヘリコプターの緊急離着陸場、生活物資の集積輸送拠点など、発災時の救出・

救助活動や被災後の復興活動の拠点として重要な役割を果たします。 

・緊急避難 

都市公園（大規模）、学校は、広場、校庭などがあり、緊急避難場所として利用

されるので、「◎：大きな機能を有する」としています。公共緑地、都市公園（小

規模）は、避難場所として利用できる面積が狭いので、「○：機能を有する」とし

ています。 

・延焼遮断帯 

緑地は、震災時の火災による延焼防止など、災害に強い安全な都市づくりに重要

な役割を果たします。公共緑地のほか、河川緑地・緑道などの帯状の緑地が重要で

す。 

都市公園（大規模）は、豊富な緑があり、また、野火止用水は、緑地が幅のある

長い線状となっているため、「◎：大きな機能を有する」としています。都市公園

（小規模）、学校は、緑の量が少ないため、「○：機能を有する」としています。 

・流量調整・水源涵養 

緑地の整備により保水機能の拡大を図ることは、雨水の貯留・浸透機能を高め流

出を抑制するなど、都市型水害の軽減に寄与します。特に、大規模な緑地は、集中

豪雨による増水の際に遊水池の機能を果たすなど、総合治水の点からも高い効果を

発揮します。 

しかし、流量調整・水源涵養の機能を十分に発揮するには、大規模な緑地面積が

必要となりますので、これらと比較して、小規模であるため、公共緑地、都市公園

（大規模）では、「○：機能を有する」としています。 
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■東村山市の緑地が有する緑地機能の内容（4） 

■景観形成機能 

風格を感じさせる豊かな緑は、地域を特徴づける景観の基本的な骨格を形成して

います。地域の歴史・文化のシンボルとして、また、観光資源としても重要な文化

財庭園や社寺境内地等の緑と一体となって良好な景観を形成する貴重な緑を、緑地

として整備・保全していくことが重要です。 

・修景の形成 

都市公園（大規模）は、緑の量が多いので、「◎：大きな機能を有する」として

います。学校の正門前の緑地や外周境界の緑地は、校舎や体育館の修景となってい

ますが、それほど大規模ではないので、「○：機能を有する」としています。 

・まちなみ景観の形成 

街路樹として道路に配置される緑は、まちなみ景観となっていますが、街路樹の

延長があまり長くないことから、「○：機能を有する」としています。また、野火

止用水の暗渠部は、街路樹管理となるので、街路樹と同等に「○：機能を有する」

としています。 

・自然的景観の形成 

公共緑地は、かつての自然豊かな農用林を保全していることから、また、都市公

園（大規模）も、自然的な緑の量が多いので、「◎：大きな機能を有する」とし、

都市公園（小規模）でも、ある程度の自然的な緑の量があるので、「○：機能を有

する」としています。 

・歴史・文化景観の形成 

野火止用水は、東京都の歴史環境保全地域に指定されていることから、「◎：大

きな機能を有する」としています。また、稲荷公園、熊野公園は、神社に隣接して

おり、一部の緑地に社寺林があるので、「○：機能を有する」としています。 
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4.3 ゾーン区分 

 

緑地の規模や緑地タイプの違いによって、緑地が発揮する機能は様々です。さらに、

緑地タイプの内部には、緑地の機能が異なる場所があります。例えば、学校では、正

門、校舎や果樹園などの複数の施設があり、その周辺に植栽されている緑地は、それ

ぞれ緑地の有する機能が異なっています。都市公園では、外周の境界木、社寺林など

異なる機能を有した緑地があります。 

現地調査では、樹木の使用目的（機能）が同一であると思われるものをグループに

まとめました。例えば、学校では、正門付近の植栽で修景緑化を目的にしたもの、校

庭の周辺の植栽で遮蔽効果や延焼遮断帯を目的としたもの、環境教育を目的に植栽さ

れたものなどです。調査対象とした学校を通してみると、入口周辺、境界周辺、建物

周辺など、その立地や緑地が有する機能から共通するものが出てきて類型化されます。 

このようにして、現地調査で把握した状況を基にして、緑地タイプ内をゾーンに区

分しました。 

 



26 

 

 

■ゾーンの名称と説明 

緑地タイプ ゾーンの名称 ゾーンの説明 

公共緑地 A:雑木林（斜面林） 雑木林の斜面林は、多くの場所で平地林と連続してい

ます。斜面の浸食防止のため、あまり人の手が入れら

れなかった林です。 

B:雑木林（平地林） 農用林として定期的な伐採利用をしてきた林です。 

都市公園 A：入口周辺 修景の形成が求められるゾーンです。 

B：境界周辺 主に遮へい効果、延焼遮断帯が求められる公園の外周

で、周辺の住宅や道路との境界に位置する緑地です。 

C：園内 自然とのふれあい、緊急避難、修景の形成など、多様

な機能が求められるゾーンです。 

D：社寺林 主に歴史・文化景観の形成が求められるゾーンです。

神社に隣接する公園の中の社寺林です。 

（該当する公園での位置は、次頁の上図に示します。） 

用水 用水には暗渠部があり、これと開渠部に分けます。さらに、用水の上部に樹冠の広

がる空間が広くある場合と、狭くて強剪定される場合が多いので、以下のように区

分します。（具体的なゾーンの位置は、次頁の下図に示します。） 

A：開渠（広い空間） 枝先剪定程度の最小限な人為管理がなされており、自

然の推移に任せた管理を行っているゾーンです。 

B：開渠（狭い空間） 周辺に住宅や道路があるために、倒木、落枝などの危

険性が高く、落ち葉や日照に関する苦情も多くあるた

め、主に樹形を人為的に管理しているゾーンです。 

C：暗渠（広い空間） 道路と歩道の境界部の植栽地であり、街路樹と同様に

高木と低木が植栽されており、街路樹と同様の管理が

行われているゾーンです。 

街路樹 A：広い空間 

（ソメイヨシノ植栽地） 

街路樹は、道路の上部に樹冠の広がる空間が広くある

場合と、狭い場合があるので、この空間の広がりによ

り区分します。さらに、植栽されている樹種の違いに

よって、樹木の状況や管理方法が異なるため、4 つのゾ

ーンに区分します。 

 

B：狭い空間 

（ソメイヨシノ植栽地） 

C：狭い空間 

（コヒガンザクラ植栽地） 

D：狭い空間 

（ケヤキ植栽地） 

学校 A：入口周辺 学校の入口周辺または校舎周辺の箱庭的な修景を目的

としたゾーンです。 

B：境界周辺 校庭の外周や建物に近接する周辺の住宅や道路との境

界に位置するゾーンです。 

C：建物周辺 校舎や体育館などの校内の様々な施設の周りに位置す

るゾーンです。 

D：環境教育の場 果樹園、花壇、遊び場等の環境教育を行うためのゾー

ンです。 

E：雑木林（斜面林） 既存の雑木林の延長として、学校内にある雑木林のゾ

ーンです。 
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■緑地タイプ：都市公園のゾーン：社寺林の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緑地タイプ：用水のゾーンの位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：社寺林 

稲荷公園 熊野公園 
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4.4 ゾーンに求められる目標像、機能とその要件 

 

緑地管理を効果的に進めていくためには、実現可能な対策から着手していくことが

重要です。このため、ゾーンごとに目標像を設定し、求められる機能とその要件に

ついて、検討しておく必要があります。 

 

各ゾーンでは、そのゾーンにふさわしい緑地機能の発揮が求められますが、現状で

は機能が発揮できる要件にない場所もあります。例えば、学校の境界周辺の防火機能

を考えた時に、機能の要件として植栽の幅が 10m であったとすると、現実的にはほ

とんど対応できない状況にあります。このような場合の目標像の設定では、現状を前

提とした実現可能な目標像を設定します。学校の境界周辺で求められる主な機能は、

遮へい効果、延焼遮断帯です。ここの目標像は、「高木・中木・低木の組合せによる

密度の高い 3 列の植栽地」として、十分ではないまでも、なるべくこれらの機能が発

揮されるようにする必要があります。 

さらに、求められている機能とこの目標像から、目標像の要件を設定します。要件

の内容は、樹林の構造、樹形、樹種とします。これで、目標像を達成するための樹林

の要件が把握できました。逆にみると、樹林の構造、樹形、樹種などの要件を達成す

る対策を実施して、目標像に近づけば、機能がより発揮されるということになります。 

緑地管理を効果的に進めていくためには、実現可能な対策から着手していくことが

必要です。このため、ゾーンごとに目標像を設定し、求められる機能とその要件につ

いて、検討しておく必要があります。 

以上のことから、緑地タイプごとの各ゾーンで、①機能を発揮させるための緑地の

目標像、②求められる主な緑地機能、③機能が発揮できる要件について、次表にとり

まとめます。 
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■公共緑地 

緑地ゾーン ゾーンに求められる目標像、機能とその要件 

A：雑木林 

（斜面林） 

①機能を発揮させるための緑地の目標像 

・ 生物多様性を支える生息環境を維持し、クヌギ・コナラを主体とする雑木林

を目標とします。 

②求められる主な緑地機能 

・ 求められる主な機能は、遮へい効果、生物生息環境の保全、スポーツ・散策

等の健康増進、自然とのふれあい、環境教育、延焼遮断帯、自然的景観の形

成です。 

③機能が発揮できる要件 

・ 構造は、クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹による雑木林が基本です。 

・ 構造は、生物多様性の観点から、下層にはシラカシ、ヤブツバキ、シロダモ、

モチノキなどの常緑樹が生育する藪のような環境も必要です。その生育空間

を維持することが基本です。 

・ 樹形は、自然樹形が基本です。 

・ 樹種は、クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹による雑木林の構成種が基

本です。 

B：雑木林 

（平地林） 

①機能を発揮させるための緑地の目標像 

・ 貴重な春植物の生息環境を維持し、クヌギ・コナラを主体とする雑木林を目

標とします。 

②求められる主な緑地機能 

・ 求められる主な機能は、遮へい効果、生物生息環境の保全、スポーツ・散策

等の健康増進、自然とのふれあい、環境教育、延焼遮断帯、自然的景観の形

成です。 

③機能が発揮できる要件 

・ 構造は、クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹による雑木林が基本です。 

・ 構造は、キンラン、ギンランなどの貴重な春植物の生育が見込まれる好まし

い環境であるため、その生育空間を維持することが基本です。 

・ 樹形は、自然樹形が基本です。 

・ 樹種は、クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹による雑木林の構成種が基

本です。 
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■都市公園 

緑地ゾーン ゾーンに求められる目標像、機能とその要件 

A：入口周辺 ①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 整然と管理された箱庭的な修景植栽地を目標とします。 

②求められる主な緑地機能 

・ 求められる主な機能は、修景の形成です。 

③機能が発揮できる要件 
・ 構造は、高木、中木、低木の組み合わせが基本です。 
・ 樹形は、高木、中木は自然樹形と自然相似樹形が基本です。低木は仕立て樹

形でも違和感はありません。 
・ 樹種は、公園内部との一体感がある種が基本です。 

 

B：境界周辺 ①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 主に常緑樹により構成された栽密度の高い帯状の植栽地を目標とします。 

②求められる主な緑地機能 

・ 公園の外周で、周辺の住宅や道路との境界に位置する緑地です。求められる
主な機能は、遮へい効果、延焼遮断帯です。 

③機能が発揮できる要件 
・ 構造は、植栽密度が高く、植栽幅が広いことが基本です。 
・ 樹形は、自然樹形、自然相似樹形、仕立て樹形が基本です。 
・ 樹種は、常緑広葉樹を主体に落葉広葉樹が混在することが基本です。 

 

C：園内 ①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 花木や樹形の美しい樹種からなる修景植栽地を目標とします。 

②求められる主な緑地機能 

・ 求められる主な機能は、生物生息環境の保全、スポーツ・散策等の健康増進、
自然とのふれあい、緊急避難、修景の形成、自然的景観の形成です。 

③機能が発揮できる要件 
・ 構造は、高木が枝を広げ、その周囲に中木や低木が統一されたイメージをも

って配植されているのが基本です。 
・ 樹形は自然樹形、自然相似樹形が基本です。 
・ 樹種は、落葉広葉樹が主体で、常緑広葉樹が混在していることが基本です。 

D：社寺林 ①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 常緑高木を主体とした密度の高い社寺林を目標とします。 

②求められる主な緑地機能 

・ 求められる主な機能は、自然的景観の形成、歴史・文化景観の形成です。 

③機能が発揮できる要件 
・ 構造は、サワラ、シラカシ、マテバシイ等の常緑樹を主体に構成されている

ことが基本です。 
・ 樹形は、自然樹形、自然相似樹形が基本です。 
・ 樹種は、サワラ、シラカシ、マテバシイ等の常緑樹の構成種が基本です。 
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■用水 
緑地ゾーン ゾーンに求められる目標像、機能とその要件 

A：開渠 
（広い空間） 

①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 自然の推移にまかせた帯状の植栽地を目標とします。 
②求められる主な緑地機能 
・ 求められる主な機能は、生物生息環境の保全、自然とのふれあい、延焼遮断

帯、歴史・文化景観の形成です。 
・ このゾーンでは、枝先伐採程度の最低限の人為的管理で、主に自然の推移に

任せた管理を行っています。また、周辺に緑地や公園がある場合には、自然
の推移に任せています。 

③機能が発揮できる要件 
・ 構造は、高木、中木、低木の組み合わせが基本です。 
・ 樹形は、自然樹形、自然相似樹形が基本です。 
・ 樹種は、落葉広葉樹を主体に常緑広葉樹が混在していることが基本です。 

B：開渠 
（狭い空間） 

①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 人為管理による帯状の植栽地を目標とします。 
②求められる主な緑地機能 
・ 周辺に住宅や道路があるために、倒木、落枝などの危険性が高く、落ち葉や

日照に関する苦情も多くあるため、主に伐採や剪定が行われているゾーンで
す。 

・ 求められる主な機能は、生物生息環境の保全、自然とのふれあい、延焼遮断
帯、歴史・文化景観の形成です。 

③機能が発揮できる要件 
・ 延焼遮断帯の機能を発揮させるには、規模的には幅が不十分です。 
・ 生物生息環境の保全、自然とのふれあい、歴史・文化景観の形成の機能の発

揮は狭い空間であるので、規模的には不十分です。 
・ 構造は、高木、中木、低木の組み合わせが基本です。周辺に住宅や道路があ

るために、高木化させないことが必要です。 
・ 樹形は、自然樹形、自然相似樹形が基本です。 
・ 樹種は、落葉広葉樹を主体に常緑広葉樹が混在していることが基本です。 

C：暗渠 
（広い空間） 
 

①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 高木と低木の組み合わせによる列状の植栽地を目標とします。 
②求められる主な緑地機能 
・ 道路と歩道の境界部の植栽地であり、街路樹と同様に高木と低木が植栽され

ており、街路樹と同様の管理を行うゾーンです。 
・ 求められる主な機能は、延焼遮断帯、まちなみ景観の形成です。 
③機能が発揮できる要件 
・ 延焼遮断帯、まちなみ景観の形成を図るため、構造は、高木、低木の組み合

わせが基本です。 
・ 樹形は、自然相似樹形、仕立て樹形が基本です。 
・ 樹種は、花木や樹形の美しい樹木が基本です。 

 

■街路樹 

緑地ゾーン ゾーンに求められる目標像、機能とその要件 

A：広い空間 

（ソメイヨシノ植栽地） 

B：狭い空間 

（ソメイヨシノ植栽地） 

C：狭い空間（コヒガンザクラ植栽地） 

D：狭い空間（ケヤキ植栽地） 

①機能を発揮させるための緑地の目標像 

・ 高木と低木の組み合わせによる列状の植栽地を目標と

します。 

②求められる主な緑地機能 

・ 求められる主な機能は、花見等の行楽、まちなみ景観の

形成です。 

③機能が発揮できる要件 

・ 構造は、まちなみ景観の形成を図るために、高木、低木

の組み合わせが基本です。 

・ 樹形は、自然相似樹形が基本です。 

・ 樹種は、花木や樹形の美しい樹木が植栽されていること

が基本です。 
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■学校 
緑地ゾーン ゾーンに求められる目標像、機能とその要件 

A：入口周辺 ①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 整然と管理された箱庭的な修景植栽地を目標とします。 
②求められる主な緑地機能 
・ 学校の入口周辺や校舎周辺の箱庭的な修景を目的とした植栽地で、求められ

る主な機能は、修景の形成です。 
③機能が発揮できる要件 
・ 構造は、高木、中木、低木の組み合わせが基本です。統一的なイメージをも

つ箱庭的な植栽地が基本となります。 
・ 樹形は、自然相似樹形、仕立て樹形が基本です。 
・ 樹種は、花木や樹形の美しいもの、常緑樹が基本です。 
・ サクラ類はシンボルツリーとして使用される場合が多くあります。 

 
B：境界周辺 ①機能を発揮させるための緑地の目標像 

・ 高木・中木・低木の組合せによる密度の高い 3列の植栽地を目標とします。 
②求められる主な緑地機能 
・ 校庭の外周や建物に近接する周辺の住宅や道路との境界に位置し、求められ

る主な機能は、遮へい効果、延焼遮断帯です。 
③機能が発揮できる要件 
・ 遮へい効果、延焼遮断帯の機能を発揮するための構造は、高木、中木、低木

が植栽されていること、植栽幅が広いことが基本です。境界周辺は植栽でき
る場所が狭い場合が多いので、階層構造の一部を欠かざるを得ない状況です。 

・ 樹形は、高木、中木は自然相似樹形が基本で、低木は仕立て樹形でも違和感
がありません。 

・ 樹種は、常緑広葉樹を主体に落葉広葉樹樹が混在していることが基本です。
また、このゾーンでも、校庭の周囲にシンボルツリーとしてサクラ類が植栽
される場合が多く見受けられます。 
 

C：建物周辺 ①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 中木と低木の組合せによる列状の植栽地を目標とします。 
②求められる主な緑地機能 
・ 学内の様々な施設周りに位置し、求められる主な機能は、修景の形成です。

校庭等から建物を見た場合、建物の平面性や直線性を緩和します。 
③機能が発揮できる要件 
・ 構造は、中木や低木が単一または組み合わせで植栽されていることが基本で

す。 
・ 樹形は、自然相似樹形、仕立て樹形が基本です。 
・ 樹種は、花木や樹形の美しいもの、常緑樹が基本です。 
 

D：環境教育の場 ①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ 環境教育の目的や内容に合わせた植栽地を目標とします。 
②求められる主な緑地機能 
・ 果樹園、花壇、遊び場等であり、求められる主な機能は、環境教育です。 
③機能が発揮できる要件 
・ 構造は、果樹園、花壇、遊び場等、利用目的が多種多様であるので、その場

の利用目的に見合ったものが基本です。 
・ 樹形は、自然相似樹形、仕立て樹形が基本です。 
・ 樹種は、果樹園ではカキノキ、ウメ、ミカンなどの果樹、花壇では花の咲く

樹木や草本など、その場の環境教育の目的や実施内容に合わせた樹種が基本
です。 
 

E：雑木林 
（斜面林） 

①機能を発揮させるための緑地の目標像 
・ クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹林の雑木林を目標とします。 
②求められる主な緑地機能 
・ コナラを主体とする落葉広葉樹林の雑木林で、求められる主な機能は、環境

教育です。 
③機能が発揮できる要件と現状に基づく限界性 
・ 構造は、クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹林の雑木林が基本です。 
・ 樹形は、自然樹形が基本です。 
・ 樹種は、クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹林の雑木林の構成種です。 
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5 緑地の現状 

 

5.1 樹形と樹木健康度からみた緑地の現状 
 

今回の現地調査結果から、緑地タイプ別のゾーン別の樹形の状況と樹木健康度の状

況を示します。グラフの棒中に示した数字は、該当する樹木本数です。 
 

■各ゾーンでの樹形の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各ゾーンでの樹木健康度の状況 
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樹形の状況と樹木健康度の状況を比較すると、ぶつ切り樹形で管理されているゾー

ンと樹木健康度が健全でないゾーンが、一致している傾向が見られます。このため、

樹形から想定される剪定方法により健康度に影響していることがわかります。 

 

公共緑地のゾーンの樹木は、いずれのゾーンも、自然樹形が 95％以上であり、樹

木健康度は 80％以上が健全です。 

都市公園の入口周辺の樹形は自然相似樹形が 100％であり、樹木健康度は 75％程

度が健全です。境界周辺、園内、社寺林の樹形は、ぶつ切り樹形が 1～3 割程度みら

れており、樹木健康度は問題ありと悪いの合計の樹木が 4～6 割程度見られています。 

用水の樹形は、開渠（広い空間）と開渠（狭い空間）でぶつ切り樹形が 4～5 割程

度で、樹木健康度は問題ありと悪いの合計が 4～6 割程度です。暗渠（広い空間）の

樹形は、ほとんどが自然類似樹形で、樹木健康度はほとんどが健全です。 

街路樹では、広い空間（ソメイヨシノ植栽地）と狭い空間（コヒガンザクラ植栽地）

の樹形はすべて自然相似樹形で、樹木健康度もほとんどが健全です。狭い空間（ソメ

イヨシノ植栽地）と狭い空間（ケヤキ植栽地）の樹形はすべてぶつ切り樹形で、樹木

健康度も問題ありか悪いが 6 割以上と多くなっています。 

学校では、入口周辺の樹形は仕立て樹形が 5 割程度で、ぶつ切り樹形が 3 割程度

です。境界周辺、建物周辺、環境教育の場の樹形は、ぶつ切り樹形が 5～6 割程度で

す。樹木健康度はどのゾーンでも 6 割程度です。 

樹形の状況と樹木健康度の状況を比較すると、ぶつ切り樹形で管理されているゾー

ンと樹木健康度が健全でないゾーンが、一致している傾向が見られます。このため、

樹形から想定される剪定方法により健康度に影響していることがわかります。 
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6 緑地ごとの課題と対策 

 

現地調査結果を基に、ケーススタディを行い、調査対象緑地ごとに課題と対策を抽

出しています。ここでは、緑地タイプのゾーンごとに、目標像とした樹林や植栽地の

構造、樹形、樹種の観点から、管理上の課題を抽出し、その対策をまとめます。 

 

6.1 公共緑地 

 

A：雑木林（斜面林） 

目標像………生物多様性を支える生息環境を維持し、クヌギ・コナラを主体とする 

雑木林 

構造の要件…クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹による雑木林 

…下層に常緑樹が生育する空間 

樹形の要件…自然樹形 

樹種の要件…クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹による雑木林構成種 

 

構造や樹種の違いによって、多摩湖緑地を 7 つの地区（地区位置図参照）に分けて、

課題と対策を示します。 

 

    ■多摩湖緑地 地区位置図 
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■構造の課題 ～高木化による弊害～ 

A3、A4 地区では、コナラの高木化が進

んで、互いに競合して樹勢が衰えているた

めに、枯れ枝・枯損木が見られます。 

 

□対策 ～樹林の若がえり～ 

A3、A4 地区の高木化が進む一方、A1、

A2 地区は、高木の伐採により、明るい雑木

林が保たれています。 

A3、A4 地区も A1、A2 地区と同様に伐

採し、萌芽更新により維持される林にしま

す。萌芽更新しない場合には、コナラの苗

木を植栽します。 

 

高木化が進行していても、生物多様性確

保の観点から、手を触れない地区も設けま

す。A7 地区は急斜面であるので、斜面崩壊

防止の観点から、これまで伐採などの手は

加えていない地区であり、コナラ二次林か

らのより自然林に近い状態に遷移が始まっ

ています。このため、これからも手をつけ

ず、人が立ち入らないようにして、この地

域の自然林であるシラカシを中心とする常

緑広葉樹林へ誘導します。 

 

■樹種の課題 ～外来種の生育～ 

A4 地区には、谷頭部にモミジバスズカ

ケノキ、トウカエデ、ヘデラ（セイヨウキ

ヅタ）など外来の園芸用樹木が生育してい

ます。 

 

□対策 ～あるべき雑木林へ～ 

これらの外来の園芸用樹木は、この雑木

林には好ましくないので、早期に除去しま

す。 

 

■樹形については、現状を維持します。 

A7 地区はこれからも自然の状態を保存して
いく。 

A3、A4地区では高木化が進行 

A4 地区のモミジバスズカケノキ 
コナラ林には好ましくない。 
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B：雑木林（平地林） 

目標像………貴重な春植物の生息環境を維持し、クヌギ・コナラを主体とする 

雑木林 

構造の要件…クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹による雑木林 

…貴重な春植物の生育空間 

樹形の要件…自然樹形 

樹種の要件…クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹による雑木林構成種 

 

淵の森緑地の北側と南側（位置図参照）について、課題と対策を示します。 

 

■淵の森緑地 位置図 
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■構造の課題 1 ～高木化による弊害～ 

大径木を保存し、危険木、競合木を伐採し、アズマネザサの下草刈り等を行ってい

ます。緑地の北側では、高木化した樹木により、隣接する住宅や鉄道区域への越境等

の問題が生じています。 

 

□対策 ～北側樹林の若がえり～ 

積極的に高木を伐採し、萌芽更新による若がえりを行います。高齢により萌芽が生

じない場合は補植をします。 

住宅と接していない南側では、これまでどおり衰弱木、危険木を伐採対象とし、高

木は保存して深い森を目指します。 

 

■構造の課題 2 ～河川沿いのシラカシ林の保護～ 

淵の森緑地の南側の柳瀬川の河川沿いに、常緑広葉樹のシラカシ林があります。面

積は小規模ですが、出水時における流速の減衰や河岸保護や環境の多様性という点で

非常に重要です。 

緑地内の遊歩道付近では、低木の伐採や下草刈り等を行っていますが、ここはほと

んど手を付けていない状態であり、健康度も良好です。 

 

□対策 ～手を加えない～ 

ここにあるシラカシ林は、この地域の自然林と考えられるので、環境の多様性を保

全する観点から、人が立ち入らないようにし、手を加えないようにします。 

 

  
柳瀬川の河川沿いのシラカシ林 流速の減衰や河岸保護の役割がある。 

 

■樹形、樹種については、現状を維持します。 
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6.2 都市公園 

 

A：入口周辺 

目標像………整然と管理された箱庭的な修景植栽地 

構造の要件…高木、中木、低木の組み合わせ 

樹形の要件…高木、中木は自然樹形と自然相似樹形、低木は仕立て樹形も可 

樹種の要件…公園内部との一体感がある種 

 

■構造、樹形、樹種については、現状を維持します。 
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B：境界周辺 

目標像………主に常緑樹により構成された密度の高い帯状の植栽地 

構造の要件…植栽密度が高く、植栽幅が広いこと 

樹形の要件…自然樹形、自然相似樹形、仕立て樹形 

樹種の要件…常緑広葉樹を主体に落葉広葉樹が混在 

 

■構造と樹形の課題 ～強剪定を繰り返すことの影響～ 

対症療法的に強剪定が繰り返された樹木の樹形はいびつになり、枯損の大きな要因

となり、太枝の折損につながります。 

 

□対策 ～成長した姿をイメージして～ 

樹木は毎年成長するので、あらかじめ近隣の構造物との距離を勘案し、どこまで樹

冠を広げてよいのか、基本的なイメージを持ち、剪定するようにします。目標の樹冠

サイズまで切詰め剪定を行い、できるだけ強剪定を行わないようにします。 

補植を行う際、周辺に構造物がある場合には高木ではなく、中木層を厚くする、あ

るいは低木を密植するなどで対応します。 

 

■樹種の課題 ～ソメイヨシノの衰退～ 

境界周辺に植栽されているソメイヨシノ

は、高齢化が進み、樹勢の低下により、枯

損や倒木の恐れがあります。 

 

□対策 ～樹勢回復をめざして～ 

ソメイヨシノは、腐朽部分の措置等の外

科的手当てを施すとともに、施肥や土壌改

良などによって樹勢の回復を促します。 

回復が望めず、枯損が進む場合には、伐

採と更新（植替え）を検討します。 

 

ソメイヨシノ 
高齢のため健康度が低下している。 
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C：園内 

目標像………花木や樹形の美しい樹種からなる修景植栽地 

構造の要件…高木が枝を広げ、その周囲に中木や低木が統一されたイメージで配植 

樹形の要件…自然樹形、自然相似樹形 

樹種の要件…落葉広葉樹が主体で、常緑広葉樹が混在 

 

■構造の課題 1 ～コナラ高齢化～ 

コナラの既存林をそのまま活用している

公園では、コナラの高齢化が進行していま

す。こうした雑木林の樹木は、10 年から 20

年で伐採し、萌芽更新による若がえりを図

りながら存続してきましたが、樹木の高齢

化に加えて、病害虫の発生も見え始めてい

ます。 

 

□対策 ～緑地の将来像を検討～ 

このままコナラ高齢林として維持する方

法、常緑樹林への遷移、萌芽更新による若

返りの３つの管理手法が想定されるので、

立地環境も踏まえた効果的な手法を検討し

ます。 

 

■構造の課題 2 ～ケヤキ健康度低下～ 

大木となるケヤキが植栽されていて、公

園の面積規模と合致していないところがあ

ります。こうした場所では、ケヤキ同士の

競合により樹勢が低下しているほか、下部

に生育するイロハモミジ、ハナミズキ等の

健康度も低下しています。 

 

□対策 ～本数を減らして健康度を回復～ 

弱ったケヤキを伐採することにより、ケ

ヤキ同士の競合を解消し、樹勢の回復を促

します。 

回復しない場合は、水分不足や栄養不足

などの要因も考えられるので、土壌診断や

土壌改良などを検討します。 

 

■樹形、樹種については、現状を維持します。 

高齢化したコナラ林。 
健康度が低下している。 

競合して健康度が低下したケヤキ 



42 

 

 

 

D：社寺林 

目標像………常緑高木を主体とした密度の高い社寺林 

構造の要件…サワラ、シラカシ、マテバシイ等の常緑樹を主体に構成 

樹形の要件…自然樹形、自然相似樹形 

樹種の要件…サワラ、シラカシ、マテバシイ等の常緑樹の構成種 

 

■構造、樹形、樹種については、現状を維持します。 
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6.3 用水 

 

A：開渠（広い空間） 

目標像………自然の推移にまかせた帯状の植栽地 

構造の要件…高木、中木、低木の組み合わせ 

樹形の要件…自然樹形、自然相似樹形 

樹種の要件…落葉広葉樹を主体に常緑広葉樹が混在 

 

■構造の課題 ～高木化による弊害～ 

開渠（広い空間）にあるコナラ・クヌギ

林は、高木化が進んでおり、互いに競合し

て、衰弱も進んでいます。大きくなりすぎ

た樹木は、落枝や倒木などの被害を及ぼす

可能性が生じています。 

 

□対策 ～萌芽更新や補植等による管理～ 

定期的な伐採による萌芽更新や補植等に

より、明るい雑木林を目指します。今回の

調査結果を踏まえ巡回確認を行い、衰弱し

ている樹木や周辺に被害を及ぼす可能性のある樹木を選択して、緑地全体の管理とし

て計画的に伐採します。 

 

■樹形、樹種については、現状を維持します。 

 

 

高木化が進行している。 
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B：開渠（狭い空間） 

目標像………人為管理による帯状の植栽地 

構造の要件…高木、中木、低木の組み合わせ 

樹形の要件…自然樹形、自然相似樹形 

樹種の要件…落葉広葉樹を主体に常緑広葉樹が混在 

 

■構造の課題 ～高木化と藪の問題～ 

高木化により枝が、電線や構造物に接触

している箇所が見られます。 

また、剪定や伐採を行った場所に低木が

入り込み、藪になっている箇所も見られま

す。 

 

□対策 ～適正密度の樹林をめざして～ 

今回の現地調査結果を活かしながら、巡

回確認を行い、周辺に被害を及ぼす可能性

のある樹木や藪の伐採を、緑地全体の管理

として計画的に行い、適正な樹木密度へと

近づけていきます。 

 

■樹形、樹種については、現状を維持しま

す。 

 

藪になってしまった例 

適正密度の樹林 
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C：暗渠（広い空間） 

目標像………高木と低木の組み合わせによる列状の植栽地 

構造の要件…高木、低木の組み合わせ 

樹形の要件…自然相似樹形、仕立て樹形 

樹種の要件…花木や樹形の美しい樹木 

 

■構造の課題 ～帯状植栽の分断～ 

一部の低木の列状植栽には、踏み付けによると思われる植栽の欠損が見られます。 

 

□対策 ～低木の帯状植栽を回復～ 

低木の分断箇所に補植を行うなど、美観を回復するとともに、露出した根を保護す

るようにします。 

 

  
一部の低木の列状植栽には欠損が見られる。 補植後のイメージ 

（左の写真のモンタージュ） 

 

■樹形、樹種については、現状を維持します。 

 



46 

 

 

 

6.4 街路樹 

 

A：広い空間（ソメイヨシノ植栽地） 

目標像………高木と低木の組み合わせによる列状の植栽地 

構造の要件…高木、低木の組み合わせ 

樹形の要件…自然相似樹形 

樹種の要件…花木や樹形の美しい樹木 

 

■樹形の課題 

植栽帯が狭いため、根系が露出し、合着

しています。ガードリングルートの形成も

若干見られます。 

 

□対策 

緊急性はありませんが、健康度低下の要

因になるので、定期的に調査を行います。

将来的には、植栽箇所の構造改良等の検討

も必要です。 

 

■構造、樹種については、現状を維持します。 

植栽帯が狭いため、ガードリングルートを形成 
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B：狭い空間（ソメイヨシノ植栽地） 

目標像………高木と低木の組み合わせによる列状の植栽地 

構造の要件…高木、低木の組み合わせ 

樹形の要件…自然相似樹形 

樹種の要件…花木や樹形の美しい樹木 

 

■構造については、現状を維持します。 

 

■樹形の課題 ～乱れた樹形～ 

ソメイヨシノは高齢化が進んでいること

に加えて、通行者の安全確保や構造物への

支障を避けるために、やむをえず強剪定さ

れています。また、成長した樹木に対して

明らかに植栽枡が小さいため、根系や根株

に異常がみられ、樹勢の低下を示す特徴で

ある幹の腐朽やキノコ、胴吹き、幹の傾斜

などの症状も顕著に現れています。 

 

□対策 

ソメイヨシノは、腐朽部分の措置等の外科的手当てを施すとともに、施肥や土壌改

良などによって樹勢の回復を促します。 

回復が望めず、枯損が進む場合には、順次伐採して更新（植替え）を検討します。

また、小型の樹種への変更の検討も必要です。また、再度ソメイヨシノを植栽する場

合、現状の枡が樹木の成長に合致していないため、拡張工事が必要となります。 

 

■樹種の課題 ～狭い場所に不向きなソメイヨシノ～ 

ソメイヨシノは、成長が早く樹形が横に広がるため、狭い場所への植栽は不向きで

す。また、太い枝の剪定を嫌い、剪定箇所から病気が入りやすいという特徴もありま

す。 

 

□対策 ～適切な樹種は何か～ 

できるかぎり強剪定を防ぎ、樹勢を低下させないような剪定を行うようにします。

また、狭い場所への植栽に適応する樹種への変更も検討していきます。 

 

 

樹形が大きく乱れたソメイヨシノ 
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C：狭い空間（コヒガンザクラ植栽地） 

目標像………高木と低木の組み合わせによる列状の植栽地 

構造の要件…高木、低木の組み合わせ 

樹形の要件…自然相似樹形 

樹種の要件…花木や樹形の美しい樹木 

 

■構造、樹種については、現状を維持します。 

 

■樹形の課題 ～周囲の構造物に注意～ 

コヒガンザクラの上端部が電線に触れそ

うな箇所が見られます。 

 

□対策 

構造物に留意しながら、樹高を維持する

管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

コヒガンザクラの上端部が電線に触れそうにな
っている。 
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D：狭い空間（ケヤキ植栽地） 

目標像………高木と低木の組み合わせによる列状の植栽地 

（ここの低木は、帯状の植栽である。） 

構造の要件…高木、低木の組み合わせ 

樹形の要件…自然相似樹形 

樹種の要件…花木や樹形の美しい樹木 

 

■構造の課題 ～踏み付けによる被害～ 

オオムラサキツツジの帯状植栽が一部欠損し、そこを人が横断する要因になってい

ます。これによる踏圧でケヤキの露出根が損傷するほか、オオムラサキツツジの帯状

植栽も被害を受けています。 

 

□対策 ～オオムラサキツツジの補植～ 

踏圧による損傷を防ぐため、帯状植栽の補植を検討します。 

 

■樹形の課題 

ケヤキ本来の樹形が損なわれています。 

 

□対策 

できるだけ強剪定を防ぎ、枝葉を繁らせ

るように検討を進めます。 

 

 

 

 

 

■樹種の課題 ～道路規模と樹種～ 

ケヤキの列状植栽は、樹高 10ｍと 7ｍで樹高を管理することにより、本来の樹形が

損なわれています。これは、道路の規模に対して、大きくなりすぎる樹種を選定した

ことによるものです。 

 

□対策 ～樹種変更の検討～ 

ケヤキの樹種変更を検討する際には、地域住民や関係者間で樹種選定について協議

を行い、合意形成を推進する必要があります。また、これの一部の区間での試行も一

案です。 

 

ケヤキが強剪定され、本来の樹形が損なわれ
ている。 
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6.5 学校 

 

A：入口周辺 

目標像………整然と管理された箱庭的な修景植栽地 

構造の要件…高木、中木、低木の組み合わせ 

樹形の要件…自然相似樹形、仕立て樹形 

樹種の要件…花木や樹形の美しいもの、常緑樹 

 

■構造、樹種については、現状を維持します。 

 

■樹形の課題 1 ～結果的に強剪定になる場合～ 

定期的に剪定を行っていない場合は、健

康度が低下していても長期間放置すること

になるため、枝や幹の腐朽の処置や伸びす

ぎてしまった枝の剪定を行う際には、より

大きな作業となります。また、この剪定に

より光合成の量が大きく減るため、樹勢の

低下を招いて再度剪定をすることにつなが

り、結果的に強剪定になります。 

 

□対策 ～定期的な管理を～ 

できるだけ強剪定をしないために、定期

的に枝や幹の腐朽や枝の伸長状態の確認体制を検討します。さらに、どこまで樹冠を

大きくするかといった将来像も同時に話し合い、それ向けた管理を目指します。 

 

■樹形の課題 2 ～シンボルツリーの強剪定～ 

ケヤキやクスノキなどのシンボルツリーを持つ学校があります。自然な樹形を保ち、

健康状態や樹形管理も良好な場合もありますが、太枝を切落した状態で管理されてい

る学校も多く見られます。樹勢の悪化により剪定し、結果的に強剪定になった樹木も

見られます。 

 

□対策 ～定期的な管理を～ 

枝が張れる空間の現地での大きさを踏まえて、樹冠のサイズの将来像を設定する必

要があります。それに合わせて、胴吹きや徒長枝を生長させて、時間をかけて樹形を

整えます。樹勢が弱っている場合は、樹木診断の上、腐朽箇所の手当や施肥や土壌改

良などの適切な処置を行います。回復しない場合は植栽枡の拡張を検討します。 

 

強剪定されている入口周辺の植栽 
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B：境界周辺 

目標像………高木・中木・低木の組合せによる密度の高い 3 列の植栽地 

構造の要件…高木、中木、低木の植栽。植栽幅が広いこと。 

樹形の要件…高木、中木は自然相似樹形で、低木は仕立て樹形でも可 

樹種の要件…常緑広葉樹を主体に落葉広葉樹樹が混在 

 

■構造の課題 

中木・低木が一部欠損している状況が見られます。 

 

□対策 

適切に中木・低木を補植することを検討します。また、こうした状況が発生した背

景には土壌硬化の影響も考えられるため、土壌改良の必要性についても同時に検討し

ます。 

 

■樹形の課題 1 ～強剪定による樹形の乱れ～ 

強剪定されたものが多く見られます。特

に樹形が乱れてしまったものは、樹形改善

が難しい状態です。 

 

□対策 ～定期的な確認と管理～ 

定期的なチェックを行い、樹冠が敷地外

に伸びないよう、切詰め剪定を行い、樹冠

の形状と大きさを管理する剪定方法に移行

していくことが必要です。切詰め剪定で対

応できない大型の樹木による場合には、伐

採も視野に入れます。新たな植栽を行う際

には、樹冠の広がらない樹種の選択を検討

します。 

 

■樹形の課題 2 ～安全確保のための強剪定～ 

子ども達が立ち入る場所では、落下の危険がある枝を早めに処置しなければなりま

せん。しかし、その際に剪定箇所を誤ったり、剪定後の処置を怠たると、樹勢の悪化

により、さらに剪定することになり、結果的に強剪定になります。 

 

□対策 ～剪定箇所を正しく判断する～ 

剪定箇所を正しく選択し、傷口に薬剤を塗布することで、腐朽を防止し、健康悪化

による繰り返しの剪定を回避します。 

境界周辺のイチョウ 
強剪定により枝がほとんど無い 
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■樹形の課題 3 ～構造物との接触による強剪定～ 

フェンス、ネット等の増設後、ネットに枝が絡むために、やむをえず強剪定される

ケースがあります。敷地境界の狭い空間に植栽されているため、フェンスの増設によ

って樹冠がさらに縮小され、樹勢が低下した例が見られます。また、ケヤキのように

樹冠が広がる樹種を塀の直近に植栽するなど、はじめから樹種選定や設計に無理があ

る場合もあります。 

 

□対策 ～広い場所へ樹冠を誘導～ 

強剪定による光合成不足を補うため、広い空間へと樹冠を誘導します。具体的には、

構造物側を切詰め剪定し、伸ばしたい方向では頂芽を残しながら、ふところ枝や下が

り枝の伐採を行います。生長に応じて、バランスが悪くなった場合には、支柱やロー

プ牽引で対応します。同時に、施肥や土壌改良を行い、樹勢の回復を促します。回復

が見込めない場合には、伐採して新たに小型の樹種を植栽することを検討します。 

 

■樹形の課題 4 ～ソメイヨシノの健康度低下～ 

多くの学校で境界木として用いられている

ソメイヨシノは、高齢化のため樹勢が低下し

ています。これらの原因は、地上部分による

ところが大きいですが、肥料不足、乾燥、団

結、硬化等の土壌環境の悪化も要因と考えら

れます。 

また、樹冠を広げる空間が狭い場所に植栽

されたソメイヨシノは、太い枝の剪定を嫌い、

剪定箇所から病気が入りやすいので、樹勢が

低下しています。 

 

□対策 ～樹勢の回復～ 

樹勢を回復させる外科的処置としては、幹の腐朽部を削除して殺菌剤を塗布すると、

不定根や枝が生長する場合があります。回復が望めず、枯損が進む場合には、更新（植

替え）を検討します。更新（植替え）を行う際には、小型の樹種への変更も検討しま

す。 

 

■樹種については、上記の樹形の課題の項で述べたように、小型の樹種への変更の

検討が必要です。 

 

フェンスに絡んだソメイヨシノ 
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C：建物周辺 

目標像………中木と低木の組合せによる列状の植栽地 

構造の要件…中木や低木の単一または組み合わせ 

樹形の要件…自然相似樹形、仕立て樹形 

樹種の要件…花木や樹形の美しいもの、常緑樹 

 

■構造については、現状を維持します。 

 

■樹形の課題 

樹勢が低下している樹木や、強剪定のた

め樹形が乱れている樹木がかなり見られま

す。 

 

□対策 

できるだけ強剪定を防ぎ、樹冠を空間へ

と拡張させ、光合成量を回復することで、

樹形の改善を図ります。また同時に樹勢を

回復するための外科的処置や土壌改良等を

施します。 

 

■樹種の課題 ～建物による日蔭～ 

建物周辺は日蔭になりやすい場所なので、耐陰性の強い樹種が求められます。ハナ

ミズキやモチノキは学校でよく植えられますが、それほど耐陰性は高くないので注意

が必要です。 

 

□対策 ～日蔭に強い樹種を植栽～ 

植え替えの際、例えばアオキ、アセビ、カクレミノなどの日陰に強い樹種を選択し

ます。 

 

強剪定されて極端に樹冠が小さくなっている。ま
た、ここは日陰のため写真のようにハナミズキ
は不適 
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D：環境教育の場 

目標像………環境教育の目的や内容に合わせた植栽地 

構造の要件…利用目的が多種多様であるので、その場の利用目的に見合ったもの 

樹形の要件…自然相似樹形、仕立て樹形 

樹種の要件…その場の環境教育の目的や実施内容に合わせた樹種： 

例えば、果樹、花木、どんぐりのなる木など 

 

■構造の課題 ～種類や本数が少ない～ 

学校での環境教育は大変重要です。現地では、ウメ、ヒメリンゴ、カキノキ、ハナ

ミズキ、コナラ等の単木が主に植栽されており、その場の利用目的に合わせた植栽と

なっていますが、植栽木の種類や本数が十分ではない状況も見られます。 

 

□対策 ～追加植栽を検討～ 

その場の利用目的に合わせた追加植栽を

行い、本数や種類を増やす検討をします。 

 

■樹形の課題 

一部の箇所に、強剪定が見られます。 

 

□対策 

できるだけ強剪定は行わず、ひこばえや

徒長枝を伸ばして樹形の改善を検討します。 

 

 

■樹種については、現状を維持します。 

 

 

環境教育の場 
強剪定がみられ、健康度も低い 
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E：雑木林（斜面林） 

目標像………クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹林の雑木林 

構造の要件…クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹林の雑木林 

樹形の要件…自然樹形 

樹種の要件…クヌギ・コナラを主体とする落葉広葉樹林の雑木林の構成種 

 

  

コナラを中心とした雑木林 土壌流出がみられる。 

 

■構造の課題 ～雑木林の樹木の生育への影響～ 

ここの基盤は、人による踏圧が頻繁にあり、土壌が硬化しています。また、急傾斜

の箇所では、土壌流出により樹木の根系の露出が見られました。雑木林の樹木の生育

に悪影響が及ぼすほか、倒木の危険性を高める要因になります。 

 

□対策 ～土壌改良～ 

土壌硬化の対策としては、耕耘（こううん）や土中に圧搾空気を注入するエアレー

ション工法による土壌改良を行います。土壌流出の対策としては、客土のうえ土壌の

流出防止柵を設置します。設置した場所を区画して養生を行い、対策を講じる場所を

順次移動させる方法があります。 

 

■樹形、樹種については、現状を維持します。 
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7 具体的な管理とその手法 

 

7.1 緑地空間の維持方策 

 

東村山市で緑地空間の維持方策の対象となる空間としては、雑木林が挙げられま

す。雑木林は、周辺住民からの日陰や落ち葉の苦情、樹林の高齢化や高木化による

衰弱木や危険木の発生、外部からの侵入樹種や外来植物の生育などの管理不足によ

る問題を抱えています。これらの問題を解決するため、管理の方向性を示す必要が

あります。 

 

□萌芽更新 

公共緑地のゾーンの A：雑木林（斜面林）と B：雑木林（平地林）では、設定され

た緑地の目標像から萌芽再生による更新が考えられます。現地に成立するコナラ林の

樹木は高齢木が多いために、萌芽しない場合もあるので、1、2 本程度伐採して萌芽

再生の試行を行ってその可能性を検討します。また、コナラの苗木の植栽による維持

についても、今後検討していきます。 

 

□常緑広葉樹林へ誘導 

公共緑地のゾーンの A：雑木林（斜面林）の一部では、コナラ林からより自然林に

近い状態に遷移が始まっているので、手を付けず人が立ち入らないようにして、常緑

広葉樹林へ誘導します。 

 

□現在の状況を維持 

学校のゾーンの E：雑木林（斜面林）は、子どもたちの遊び場となっているため、

現在の樹林の状況を維持することとします。ここは、子どもの利用による踏圧が強く、

土壌が硬化しています。この対策としては、耕耘（こううん）や土中に圧搾空気を注

入するエアレーション工法により、土壌改良を行うとともに、その場所を区画して養

生を行い、対策を講じる場所を移動させて順次実施する方法があります。 

 

□積極的な維持管理 

用水のゾーンの A：開渠部（広い空間）の樹木は高木化による衰弱が進んでいます。

明るい雑木林を目指すため、衰弱木や危険木を中心に、定期的な伐採による萌芽更新

を行います。また、必要に応じて補植を行います。 
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7.2 個別樹木の管理方策 

 

個別樹木の管理方策については、現地の樹木の状態によって適正に選定するととも

に、対策を実施した後の状況を見据えて、必要に応じて追加の対策も検討し、その

目標像に少しでも近づけていくことが重要です。主な対策について、生育基盤への

対策、生育樹木への対策に分けて、以下に解説します。 

 

■生育基盤への対策  

□植栽枡の改善 

植栽枡に植栽する場合、植栽木が生長した時の大きさに十分見合った植栽枡を整備

しないと、植栽木の生長に伴い、根の伸長が阻害されたり、根が曲がって生長するこ

とでガードリングルートが形成されて、地上部分に影響がでるとともに、樹勢も悪く

なります。 

 

対策を行うには、植栽枡を歩道・車道部に広げるなど根張りの空間を物理的に改善

することが必要です。この際、固くなった土壌は、掘削して施肥・土壌改良を施しま

す。また、必要に応じて土壌の入れ替えを行います。 

植栽枡を植栽帯に拡張して、再整備した事例を示します。 

 

・植栽枡の補修・再整備の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成 26年 大径木再生指針） 
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□サクラ類の根本の踏み固め 

サクラ類の根本の周辺で人の通行が容易な場合には、幹周辺の地表面の踏み付けに

よって、サクラ類の根本付近の土壌が固くなってしまいます。これによって、根系の

呼吸作用が衰え、生育不良や根腐れの原因になります。 

 

対策としては、踏み付けを防ぐために杭やロープ等で区画して人の立ち入りを制限

して根本を保護する方法や、固くなった土壌を掘削して施肥・土壌改良する方法があ

ります。 

 

■生育樹木への対策 

□樹木の剪定のあり方 

樹木の自然な樹形は、美しく雄大です。安全確保や隣接する住宅等への越境を防ぐ

ため、やむを得ず強剪定をしなければならない場合もありますが、強剪定は樹形の美

しさや緑地のもつ機能を損ない、樹木の健康や寿命に害を与えることにつながるので、

必要最小限に留めることが重要です。 

 

樹木本来の美しい樹形を保つ剪定方法に、「すかし剪定」（枝抜き剪定）があります。

これは、長く大きくなった枝を剪定するときに、枝の叉部で平行に切る方法です。こ

の枝には、葉や芽がついており、この枝に養水分がより多く送られるため、新梢の伸

びが良くなり葉数が増えます。この葉から糖が切り口部に送られるため、切り口の癒

合も早くなり、腐朽しにくくなります。数年後、この枝が大きくなったら同様に剪定

します。 

 

■すかし剪定（枝抜き剪定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：図解 樹木の診断と手当て 木を診る 木を読む 木と語る）
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剪定する場所は、前回とは違う箇所となるので、自然の樹形に近い形を維持できま

す。しかし、切断面は、病原菌が入りやすいため、切断面が腐朽しないように消毒・

殺菌剤を塗布して保護する必要があります。 

 

また、樹木は毎年成長するので、あらかじめ近隣の構造物との距離を勘案し、どこ

まで樹冠を広げてよいのか、基本的なイメージを持ち、剪定するようにします。目標

の樹冠サイズまで切詰め剪定を行い、できるだけ強剪定を行わないようにします。 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで） 

 

□強剪定からの樹形の改善 

強剪定された樹木を本来の樹形に改善するには、強剪定された樹木の幹から胴吹き

や枝から徒長枝が出るので、これを生長させて樹形を整える方法がありますが、大変

長い時間のかかる作業です。 

 

□外科的手当 

幹の腐朽は、樹木の樹勢を弱らせる原因となります。この腐朽部を削除・掃除して、

殺菌剤を塗布します。ここから腐朽部から不定根や枝が生長し、樹木を再生できる場

合もあります。 

 

□ソメイヨシノの更新（植替え）や樹種変更の検討 

街路樹や学校に植栽されているソメイヨシノの多くは、高齢化しており、幹の腐朽

やキノコ、胴吹き、幹の傾斜など、樹勢の低下を示す特徴がが顕著に現れています。

外科的手当や植栽枡の拡張等によって、樹勢の回復を促します。回復が望めず、枯損

が進んでしまった場合には、順次伐採して更新（植替え）します。更新する際には、

「樹種変更の検討」も必要です。 

 

街路樹の場合、枝を張る空間が狭い場所に植栽する場合には、コヒガンザクラやオ

カメザクラのように小型のサクラ類の品種の方が適しています。それでも、植栽木と

して同じソメイヨシノを選択した場合には、数十年後には現在の状況と同じような状

況になり、強剪定を行わざるを得なくなることを理解しておく必要があります。また、

現在の植栽枡では小さいため、植栽枡を大きくする必要があるので、この場合には、

主として樹冠を整えるために

行い、樹冠外に飛び出した枝を、

樹冠の大きさが整う長さに剪定

する。 
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道路構造の改良にも留意が必要です。 

 

学校は、現在の植栽位置の近傍に植え替えられる場所ある場合には、そこに苗木・

幼木等を植栽します。また、既に境界の構造物に接触等の問題があり、現在の位置で

の更新が難しい場合には、境界の構造物からなるべく離して、苗木・幼木等を植栽し

ます。さらに、新たに植栽する場所がなく、境界や構造物から離せない場合には、コ

ヒガンザクラやオカメザクラのような小型のサクラ類の品種への変更を検討します。 

 

また、サクラ類には嫌地現象があり連作を嫌うので、サクラ類を植えてあった同じ

場所にやむなく植える場合は、土壌消毒や古い根をしっかり取り除き、新しい土壌を

客土してから植えます。 

 

いずれにしてもそれぞれの目標像や機能を踏まえた樹種の検討とともに、地域住民

等への周知や合意形成を行い、総合的に判断して進めることが必要です。 

 

□ケヤキの樹種更新の検討 

街路樹のケヤキの列状植栽は、樹高 10ｍと 7ｍで樹高管理されており、本来の樹

形が損なわれています。これは、道路の規模に対して、大きくなりすぎる樹種を選定

したことによるもので、更新の際には樹種変更を行います。 

 

変更樹種の候補としては、樹形が小型の「アカシデ」「ヤマボウシ」などが挙げら

れますが、樹種剪定にあたっては、樹木が成長し、20 年後、30 年後の姿を十分に見

据え、まちなみ景観形成の機能を踏まえた樹種を検討するとともに、地域住民等への

周知や合意形成を行い、総合的に判断して進めることが必要です。また、選定した樹

種を一部の区間で植栽の試行をすることも一案です。 

 

□境界周辺の帯状植栽の分断 

公園や学校の境界周辺、街路樹の下部の低木などの帯状植栽が、各緑地で部分的に

分断されており、緑地のもつ機能の発揮が不十分です。中木・低木を補植します。こ

れは、仕切り植栽であるので、参考資料として仕切り植栽用樹木を次項に添付します。 

伐採により高木が欠けた箇所については、同じ樹種の補植を行う、中木や低木の密

植による補植を行うのか、植栽箇所の状況に応じて対応します。 
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7.3 植栽樹種の選定方策 

 

樹木には様々な特性があり、緑地のもつ機能を発揮する植栽樹種がまとめられてい

ます。植栽する場所に求められる機能を把握して、それに見合う樹種を選定するこ

とが重要です。また、制約された生育空間の中でも生育できる樹種や品種を検討す

る必要もあります。機能別にその機能を発揮する樹種を以下に示します。 

 

■防風植栽用樹木 

・深根性で幹や枝が丈夫で枝葉の密な常緑を用いること。 

種 別 樹 種 

針葉樹 イヌマキ、クロマツ、サワラ、スギ、リギダマツ 

常緑樹 カシ類、クスノキ、サンゴジュ、シイノキ、タブノキ、ツバキ、マサキ、 

マテバシイ 

落葉樹 カシワ、ケヤキ 

その他 タケ類 

 

■防音植栽用樹木 

種 別 樹 種 

針葉樹 カイヅカイブキ、ヒマラヤスギ 

常緑樹 ウバメガシ、カクレミノ、カナメモチ、キョウチクトウ、クスノキ、クロガネモチ、 

ゲッゲイジュ、サカキ、サザンカ、サンゴジュ、シロダモ、スダジイ、 

タイサンボク、ツバキ、ナギ、ネズミモチ、ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、 

ホルトノキ、マテバシイ、モチノキ、モッコク、ヤブニッケイ、ヤマモモ 

針葉低木 タマイブキ 

常緑低木 アオキ、アセビ、アベリア、イヌツゲ、シャリンバイ、ジンチョウゲ、チャ、 

ツツジ類、トベラ、ナワシログミ、ヒサカキ、マサキ、マメツゲ、ヤツデ 

落葉低木 レンギョウ 

 

■遮へい植栽用樹木 

・常緑が望ましいが、遮へいの程度によって落葉樹も用いること。 

・樹冠が大きく、枝葉が細密で下枝があがらないこと。 

・生長が早く、萌芽力や刈込みに強いこと。 

・病害虫に強く、管理が容易なこと。 

種 別 樹 種 

針葉樹 アカマツ、アスナロ、カイヅカイブキ、カヤ、コノテガシワ、ヒノキ 

常緑樹 アラカシ、イヌツゲ、ウバメガシ、カナメモチ、キョウチクトウ、クスノキ、 

サンゴジュ、シラカシ、スダジイ、ヒイラギモクセイ、マテバシイ、ネズミモチ、 

モクセイ、モチノキ、モッコク 

常緑低木 アオキ、トベラ、ナギイカダ、ヒサカキ、ピラカンサ、マサキ、ヤツデ 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで） 
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■仕切り植栽用樹木 

・常緑樹のほうが望ましい。葉、枝が上品で外観が美しいこと。 

・萌芽力が強くて、刈込みに耐えること。枝葉が密生して、下枝が枯れにくいこと。 

・発育が旺盛で、病害虫の被害が少ないこと。細根が多く、移植しやすいこと。 

 

□仕切り植栽用樹木 
種 別 樹 種 
針葉樹 アスナロ、イチイ、イブキ、イヌガヤ、イヌマキ、カイヅカイブキ、キャラボク、 

コノテガシワ、サラワ、スギ、ツガ、ニオイヒバ、ノッコウヒバ、ヒノキ、 
ビャクシン、ヒマラヤスギ 

常緑樹 アラカシ、イヌツゲ、ウバメガシ、カクレミノ、カナメモチ、キョウチクトウ、 
サザンカ、サンゴジュ、スダジイ、シラカシ、ツブラジシ、ネズミモチ、ヒイラギ、 
ヒイラギモクセイ、マテバシイ 

落葉樹 イチョウ、ポプラ 
常緑低木 アオキ、アセビ、アベリア、イヌツゲ、ジンチョウゲ、チャ、ツツジ類、 

ハクチョウゲ、ハマヒサカキ、ピラカンサ、ヒイラギナンテン、ヒサカキ、マサキ、 
マメツゲ 

落葉低木 ウツギ、カラタチ、コデマリ、ドウダンツツジ、ハマナス、バラ類、ボケ、ムクゲ、 
ユキイヤナギ、レンギョウ 

つる性 アケビ、キヅタ、サネカズラ、スイカズラ、セイヨウキヅタ、ツルウメモドキ、 
ツルバラ、ツルマサキ、ノウゼンカズラ、マタタビ、ミツバアケビ、ムベ 

 
□生垣用樹木（目的・用途別） 

種 別 樹 種 
生長が速い サワラ、スギ、ネズミモチ、ピラカンサ、マサキ、ウツギ、カラタチ 
生長が遅い イチイ、イブキ、インマキ、コウヤマキイヌツゲ、カシ類、ツバキ 
刈込に 
耐える 

アスナロ、イチイ、イヌガヤ、ノッコウヒバ、カシ類、カナメモチ、 
キョウチクトウ、サンゴジュ、シイ類、ヒイラギ、モチノキ、チャ、ハクチョウゲ、 
ハマヒサカキ、ピラカンサ、マサキ、マメツゲ、ドウダンツツジ 

高 垣 イヌマキ、クロマツ、スギ、ヒノキ、ヒマラヤスギ、カシ類、サンゴジュ、シイ類、 
タブノキ、ツバキ、マテバシイ、イチョウ、ポプラ 

棘がある ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、ヒイラギナンテン、バラ類、ピラカンサ、カラタチ、 
ボケ、メギ 

 
□生垣用樹木（種類別） 

種 別 樹 種 

境界垣 アスナロ、イヌツゲ、ウバメガシ、サカキ、サザンカ、ヒイイラギ、 

ヒイラギモクセイ、ヒノキ、モッコク 

土坡垣 イヌツゲ、シャリンバイ、ジンチョウゲ、タマイブキ、ドウダンツツジ、 

ハマヒサカキ、マメツゲ 

花木垣 ウツギ、オウバイ、クチナシ、ツツジ類、ナンテン、ニシキギ、ハクチョウゲ、 

ヒメライラック、ヒョウガミズキ、ボケ、ユキヤナギ、リンショウバイ、 

レンギョウ 

混ぜ垣 イヌツゲ、カンツバキ、コゴメウツギ、シャリンバイ、タマイブキ、ツツジ類、 

ドウダンツツジ、ハクチョウゲ、ハマヒサカキ、ヒイラギ、ヒイラギナンテン、 

ヒサカキ、ビョウヤナギ、マメツゲ、メギ 

竹 垣 アズマネザサ、カンチク、クマザサ、コロチク、ハチク、ブンゴザサ、 

ホウオウチク、ホウライチク、ホテイチク 

つる物垣 アケビ、キヅタ、サネカズラ、スイカズラ、セイヨウキヅタ、ツルウメモドキ、 

ツルバラ、ツルマサキ、ノウゼンカズラ、マタタビ、ミツバアケビムベ 

草木垣 アサガオ、ツルムラサキ、ツルレイシ、ヒョウタン、フウセンカズラ、ユウガオ、 

ルコウソウ 

果樹垣 アキグミ、キイチゴ、クコ、ナツグミ、ニワウメ、ヒメリンゴ、ブサスグリ、 

ブルーベリー、ユスラウメ 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで）
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8 アクションプラン 

 

8.1 緑地管理のための共通プラン 

 

緑地管理の目的は、緑地を構成している植物の生育条件を整え、その形態の育成、

維持、保全を図ることによって、緑地の目標像、機能を達成、維持するものです。

各緑地タイプに共通した緑地管理のためのプランを以下に示します。 

 

■緑地管理のための共通プラン 

項目／実施時期 早期に 概ね5年～10年以内に 
概ね 10年後から 

5年ごとに 

①今回の現地調査 危険木の除去   

②追跡調査  
危険木の除去 

状況と成果の確認 

危険木の除去 

状況と成果の確認 

③施設管理者に 

よる管理作業 

巡回確認 随時実施 

定期作業 
1年に 2回程度実施 

（初夏・秋） 

④専門業者に 

よる管理作業 

整枝剪定 2～3年に 1回程度実施 

危険木除去 必要に応じて随時実施 

 

①今回の現地調査：今回実施した現地調査で把握した危険木は、早期に除去します。 

②追跡調査：今回実施した現地調査と同様の追跡調査を 5 年に 1 回程度実施します。

追跡調査の結果で把握した危険木についても早期に除去します。また、ガイドライ

ンに基づいて実施された各種対策の実施状況とその成果を確認します。 

③施設管理者による管理作業：施設管理者は、随時巡回確認を行い、樹木状況の変化

や周辺への影響がないかを把握します。また、1 年に 2 回程度（初夏・秋）の頻度

でやご（ひこばえ）取り、つる切り、病虫害等の確認を行うなどの管理作業を行い

ます。 

④専門業者による管理作業：2～3 年に 1 回程度の頻度で、樹木の枝を整える整枝剪

定を実施し、樹形を保ちつつ、樹勢を低下させないような維持管理を行います。 

また、巡回確認等により把握した危険木については、除去対応により、管理施設の

安全確保を行います。  
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8.2 緑地管理のための個別プラン 

 

緑地タイプごとに、その状況に対応した個別プランが必要です。例えば、土壌改良

や中木・低木の補植等の対策は、早期に実施して、その後の状況を確認し、必要に応

じて補完することとします。ここでは、更新（植替え）や樹種変更等、地域住民の理

解を得るための合意形成に向けた個別プランの例を示します。 

 

■緑地管理のための個別プラン 

項目／実施時期 早期に 概ね 5年～10年以内に 
概ね 10年後から 

5年ごとに 

①樹種変更の検討 

（ソメイヨシノ） 

（既に高齢化のもの） 

合意形成の準備 合意形成 伐採・補植 

②樹種変更の検討 

（ケヤキ） 
 合意形成の準備 

合意形成・一部試行 

伐採・補植 

③雑木林の更新 合意形成の準備 
合意形成 

苗木の育成 
伐採・補植 

 

①樹種変更の検討（ソメイヨシノ）：いくつかの学校や街路樹では、既に高齢化が進

んでいるソメイヨシノの植栽木があります。植栽する場所が同一または枝を張る空

間が狭い場所に再びソメイヨシノを植栽した場合、数十年後には現在の状況と同じ

ような状況になり、強剪定を行わざるを得なくなるため、樹種変更について検討し

ます。特に、サクラは春を象徴する花として多くの市民が愛着をもっており、関心

も高いことから、更新（植替え）や樹種変更についての合意形成に向けた準備を行

います。他の緑地においても順次、問題の進捗状況に従って同様な作業を進めます。 

②樹種変更の検討（ケヤキ）：街路樹のケヤキは、道路の規模に対して大きくなりす

ぎる樹種のため、本来の樹形が損なわれているものがあります。現段階では、早期

に更新（植替え）を行わなければならない状況ではありませんが、将来的な樹種変

更の検討に備え、合意形成の準備に着手します。また、新たな樹種を試行的に植栽

することも検討します。 

③雑木林の更新：雑木林で樹木の若返りを図るための更新（植替え）を行う場合は、

面的整備を段階的に行う必要があり、管理計画等を立て、計画的に進めていくこと

が重要です。また、面的整備にあたっては、萌芽更新による皆伐や間引き伐採等、

管理計画に基づく維持管理作業への理解が得られるよう、周知・啓発に努め合意形

成を図っていきます。また、地域の遺伝子を守るため、補植に活用する苗木の育成

に取り組みます。 
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9 解説資料 

 

9.1 緑地機能 

 

緑地に求められる機能を検討する際に、参考として用いた防風植栽、防火植栽、防

音植栽、緑陰植栽、遮へい植栽の機能とその要件に関する資料を添付します。 

 

■緑地のもつ機能とその要件（防風植栽） 

◎緑地のもつ防風機能 

防風植栽は、風向を変えたり、風速を減衰させることにより、強風を防ぐとともに、風によ

り飛んでくる土ぼこり等を防ぎ、その害から守ることを目的とする。 

樹林の防風効果については、昔から農家の屋敷林として、スギ、シラカシ、ケヤキ、クロマ

ツ等が用いられ、郷土景観としても特異な様相を呈している。 

防風効果は、外縁部がつくる樹冠曲線と植栽の高さに関係し、風上側（樹高の 6～10 倍）、

風下側（樹高の 25～30 倍）まで及ぶが、最も効果が表れるのは、風下側の樹高の 3～5 倍付近

で、風速が 35％程度にまで減衰する（図－1 参照）。 

 

 
図－1 幅の狭い林帯の風速減少率（地上 1ｍ付近） 

 

◎その要件 

・植栽の間隔は、1.5～2.0ｍの正三角形植え、樹列は五～七列植えとし、10～20ｍの幅とする。 

・植栽帯の長さは、少なくとも樹高の 12 倍以上を必要とする。 

・防風植栽の位置は、主風と直角にし、地形的に稜線または法肩に設置する。 

・植樹は、風上側に低木、風下側に高木を植え、林縁部は樹幹曲線とする。また、樹種は深根

性で、幹や枝が丈夫で、枝葉の密な常緑を用いることとする。 

 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで） 

樹林帯からの距離 
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■緑地のもつ機能とその要件（防火植栽） 

◎緑地のもつ防火機能 

防火植栽は、植樹によって火災時における火災延焼や飛火する火の粉を阻止することにより、

火災の引きとめと放射熱の遮断を目的とする。 

樹木は、火災面からの熱に対して、放出する水蒸気で保護膜をつくり、放射熱を遮断して燃焼

を緩和する（図－1 参照）。また、樹木の存在は、火災の発生による上昇気流の動きを妨げるため、

延焼を阻害し、飛来する火の粉を阻止する。 

 

 
図－1 防火樹の植栽 

 

◎その要件 

・植栽は、帯状に複数配列して、前方の植栽帯が着炎しても、後方の植栽帯で効果をあげられる

ようにする。また、樹木は、すき間なく配植したほうが、遮熱力は高くなる。 

・植樹帯は、樹高 10ｍ以上の高木を交互に植栽し、その前面に低木を列植する。 

・植物材料は、全般的に遮熱効果が大きく、枝葉自身の着炎性が少ない傾向にあるものとする。 

・防火植樹帯としての効果をあげるためには、火災の拡大危険が高い冬期にあっても、常緑の樹

葉が繁り、樹高も十分なものであることが望ましい。 

・防火樹は常緑であり、広葉で密生し、葉の含水量が多く、葉肉の厚いものであること、また、

樹皮が厚くコルク層によって保護されている萌芽性の大きいものや、枝葉や樹幹が延焼しても、

樹木自身早期に萌芽し樹勢を回復するものであることが望ましい。 

 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで） 
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■緑地のもつ機能とその要件（防音植栽） 

◎緑地のもつ防音機能 

防音植栽は、吸音、遮音、音の伝播経路を回折によって長くすることによる減音と、騒音に対

する心理的な緩和を目的とする。 

植栽による減衰値は、植栽密度、配植、樹種、形状寸法、枝葉密度等を総合して発揮される。

したがって、騒音源に近い植樹帯外周部に減衰効果の大きい防音壁・石垣等や、近年はアルミニ

ウム製品に繊維マットをつめる等、遮音と吸音を狙った製品と植栽の併用が望ましい。 

 

 
図－1 樹林帯による騒音減衰（トラック騒音の場合） 

 

◎その要件 

・植栽の構成は単一植栽ではなく、高・中・低木の複層植栽とし、一般的には疎密度、うっ閉度

ともに大きいほうがよい。 

・植樹帯は、音の伝播経路に対して直角方向に生垣状に構成し、音源に近づけたほうが、減衰効

果は大きくなる。 

・植樹帯のみによる場合は、20～50ｍほど必要で、植樹帯 25ｍの場合、約 5dB 減音、さらに 25

ｍ増すごとに約 5dB ずつ減音する。 

・植栽樹種は、枝葉が密で葉形の大きい常緑の高木とすること、枝下があく場合は高木や低木を

組合せること、落葉樹を混交する場合は前後に常緑樹を植えること、排気ガス等に耐える樹種

であることが望ましい。 

 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで） 
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■緑地のもつ機能とその要件（緑陰植栽） 

◎緑地のもつ緑陰機能 

緑陰植栽は、植栽樹木の樹冠によって日射を遮り、減暑効果を求めることにより、休息や活動

がしやすい快適な環境をつくり出すことを目的とする。 

樹木の枝葉が上空を覆って、寒暖や乾湿等の変化を緩和し、夏季の日中には樹木の枝葉が直射

日光を遮ることによる直接的な効果のほか、直射日光による地表面温度の上昇や照り返しを枝葉

で防ぎ、葉の蒸散活動による気化熱の収奪効果が加わって、気温の上昇を抑える。 
 

◎その要件 

・緑陰は、真夏の日中または夕方の西日に対して、広場や休憩場所に日陰が落ちるように、緑陰

樹を植える。樹木と木陰の関係に基づき、場所や目的に応じて、配植を検討する。 

・緑陰の植栽形式は、規則式植栽、自然式植栽がある。規則式植栽は、同種同一規格の材料を等

間隔または一定比をとりながら、直線上や平行線上に配列して、整然とした美しさを強調する

並木や街路樹等に適している。また、自然式植栽は、快適な休息広場、レクリエーション広場、

人間重視の緑化道路、歩行者専用道路等の植栽に効果がある。 

・植栽樹種としては、夏は日陰をつくり、冬は日当たりのよいように、通常は落葉樹を用いる。 

・樹冠が大きく、木の下に入って頭を打たないため、枝下高さ 2ｍ以上の高木であること、十分

な日陰ができるように葉が大型で、樹冠があまり密でないこと、根ぎわを踏み固めても、生育

に影響がなく、樹形の美しいものであることが望ましい。 
 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで） 

 

■緑地のもつ機能とその要件（遮へい植栽） 

◎緑地のもつ遮へい機能 

遮へい植栽は、外見上見苦しい場所や構造物、工作物等を隠

ぺいしたり、プライバシーを守るため外部から内部を見透かせ

ないように、視線や視界を遮断するほか、車等の光や排気ガス

または広場等からの飛砂や土ぼこり等を防ぐことを目的とす

る。 

視点の位置がおおよそ決まっている場合は、その地点に対し

て、対象物が隠れるように、中間に植樹をする。 

 

 

 

 

 

 

図－1 視野と遮へい植栽の位置  

 

◎その要件 

・植栽構成は、遮へいの対象や程度により、植栽の幅員、形状、密度を変える。 

・外見上、プライバシー等の効果を早期にあげる場合は、樹冠を接して一列植えとする。 

・高さが必要な場合は、高木を刈り込んで高生垣とするか、金網柵等につる性植物をはわせる

方法もある。 

・幅員に応じて、千鳥の二列植栽にしたり、高木、中木、低木を組合せて複層植栽にする。 

・植栽樹種は、常緑が望ましいが、遮へいの程度によって落葉樹も用いることができる。 

・樹冠が大きく、枝葉が細密で下枝があがらないこと、生長が早く、萌芽力や刈込みに強いこ

と、病害虫に強く、管理が容易なことが望ましい。 
 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで）



69 

 

 

 

9.2 剪定技術 

 

剪定に関する技術的な事項（作業内容、種類と時期、強剪定の影響、ひこばえや胴

吹きによる更新）に関する資料を添付します。 

 

■作業内容（1/2） 

1）整枝剪定（冬期剪定、基本剪定） 

整枝剪定とは、樹木の自然に備わった樹形を基本的に残しながら、樹枝の骨格・配置をつくる

ために行う剪定をいい、これには落葉樹高木の冬期剪定、枝抜き剪定等がある。 

整枝剪定作業は、各樹種がもつ自然樹形の相似的スタイルが保たれるようにする。 

樹木の基本骨格を整える際の留意点は、次のとおりである。 

①枝の方向は、上から見て重なり合わないで四方に出るようにする。 

②上下の枝の間隔は、つり合いがとれるようにする。 

③幹の同じ高さのところから出る車枝は、切り詰めて何本も枝を出させないようにする。 

④同じ方向に伸びる平行枝は、どちらかを切り詰めるか 1 本にする。 

⑤主枝の長さは、樹形に合うようにする。 

⑥主枝は、樹種にもよるが、水平か少し垂れるくらいにする。 

⑦樹勢の強い部分（南側等）は比較的強く、樹勢の弱い部分（北側等）は比較的弱く剪定する。 

⑧腐れや不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」は行わないようにする。 

樹木は、一般に新生枝に定芽があるが、2 年以上経過した枝には定芽はない。このような枝を

途中で「ぶつ切り」した場合、切口付近から小枝が多数発生する。このような普通では芽が出な

い箇所から出る芽を不定芽といい、この不定芽は不定枝となり、健全な生長を阻害し、枝の自然

の形を損なう。 

 

2）整姿剪定（夏期剪定、軽剪定） 

整姿剪定とは、生長期に自然のまま雑然と繁茂した樹木を、主として美観上の要求から容姿を

整えるために、枝葉を対象として行う剪定をいい、これには落葉樹高木の夏期剪定、中・低木の

剪定等がある。 

整姿剪定は、樹冠内に日照や風を入れ、生育条件をよくして蒸れによる枝葉欠損・病害虫の予

防をしたり、台風に対する倒木等の防止に役立つとともに、枝葉の量を少なくすることにより、

夏の渇水期に枝葉からの水分蒸散量を抑制することにもなり効果的である。しかし、切りすぎる

と再生長のために養分が消費され、生理的な障害が生じるだけでなく、景観が損なわれたりする

ので、樹冠の乱れや大きくなりすぎるのを防ぐ程度の軽い剪定を行うようにし、新生枝の生長が

あまり旺盛でないものには行わないほうがよい。 

 

（続く） 



70 

 

 

■作業内容（2/2） 

3）剪定の手順 

まず、除去する枝は、枯れ枝、折損によって危険をきたすおそれのある枝、病気の枝、通風・

採光・架線等の障害となる枝、生長のとまった弱小の枝、樹形を乱す枝、生育上不要な枝等であ

る。 

 

生育上不要な枝には、やご（ひこばえ）、幹ぶき（胴ぶき）、からみ枝（交差枝）、徒長枝（とび

枝）、さかさ枝（下り枝）、ふところ枝（こみ枝）等がある。 

①やご（ひこばえ）は、根本または地中にある根本に近い根から発生する小枝で、美観上だけで

なく、これを放置すると養分がとられ、樹勢が衰弱するため、早く剪定したほうがよい。また、

衰弱した樹木からは無数の小枝が出る場合もある。やごが出やすい樹木は、イチョウ、ウメ、

キョウチクトウ、サクラ類、ザクロ、サルスベリ、ハクモクレン、ヒョウガミズキ等である。 

②幹ぶき（胴ぶき）は、樹木の衰弱が原因で幹から小枝が発生するもので、放置すると美観が悪

いばかりでなく、ますます樹体を弱らせるので、見つけしだい剪定する。 

③からみ枝（交差枝）は、1 本の枝がほかの主枝に

からみついたような形になるもので、樹形を乱

し、美観を損ねるため剪定する。 

④徒長枝（とび枝）は、一直線に急伸するのが普通

で、長大ではあるが組織的に軟弱であり、樹形を

乱したり、養分をとりすぎたるため全部または一

部を剪定する。 

⑤さかさ枝（下り枝）は、樹種固有の性質にさから

って逆の方向に伸びる枝で、樹形を乱すため剪定

をする。 

⑥ふところ枝（こみ枝）は、樹枝の内部にある弱小

枝のことで、日当たりや風通しを悪くするほか、

多くは生長する見込みがないので剪定する。 

 

 

図－1 基本剪定       

4）切断枝の適正な処理 

樹木は管理段階ごとに適切な剪定をし、太くなった枝は切断しないように心がけておくべきで

ある。太い枝を剪定する場合、残された枝は腐朽の原因になるため、幹に枝が残らないようにす

る。また、切断面は病原菌が入りやすいので、切断面が腐朽しないように消毒・殺菌剤を塗るよ

うにする。 

 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで） 
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■種類と時期 

1）剪定の種類 

剪定の種類は、剪定の目的、剪定の時期、剪定の技法、剪定の強弱等で分けられる。 

剪定の目的には、大別すると、整枝剪定と整姿剪定がある。 

剪定の時期には、冬期剪定、夏期剪定、春期剪定がる。 

剪定の技法には、切詰め剪定、切返し剪定、枝抜き剪定、枝おろし剪定等の方法がある。 

 

2）剪定の時期 

樹木は、適期以外に剪定を行うと負担が大きいため、樹形が弱り、時には枯死することもあり

うるので、時期を選ぶことが大切である。 

剪定時期の原則的な留意点は、次のとおりである。 

①蓄積された物質等の損失や消費が少ない時期であること。 

②剪定された枝等の傷面の癒合が早い時期であること。 

③花木の花芽分化が行われる以前の時期であること。 

 

3）樹種別の剪定時期 

剪定の時期は、樹種によっても異なるが、一般に次のとおりである。 

①針葉樹は、真冬を避けた 10～11 月頃と春先がよく、マツ類は萌芽力が弱く再生しにくいの

で、強剪定すると樹勢を弱めることになる。 

②常緑樹は、春の新芽が伸び生長が休止する 5～6 月頃と、初秋に土用芽や徒長枝が伸びて再び

生長が休止する 9～10 月頃がよく、クス、カシ類等は傷面が寒気や乾燥した寒風等により害を受

けやすいので、冬期に剪定をしないようにする。 

③落葉樹は、新緑が出揃って葉が固まった 7～8 月頃と落葉した 11～3 月頃が適する。 

 

4）春期剪定 

春期剪定は、寒さに弱い暖地性樹木や常緑樹を寒気や寒風から枯損を防いだり、みどり（新芽）

摘みによりマツの枝振りをつくるために行う。 

 

5）秋期剪定 

秋期剪定は、枝葉を透して樹下の低木、下草等に日照を与えたり、マツの中透し、小透し剪定

により新年の準備のために庭園でよく行われる。 

 

（出典：緑化・植栽マニュアル 計画・設計から施工・管理まで） 
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■強剪定の影響（1/2） 

1）強剪定は病気の始まり 

庭木や街路樹が、枝葉や根をひどく切られ、大きな傷口をさらしている姿がよく見られます。

木を容易に切ってしまうのは、枝や根が再生可能であるから少々切っても大丈夫、伸び放題の木

は暴れ木でみにくい、木は形をつくらなければならない、大きくなって支障がある、こまかな剪

定は手間がかかりすぎるなどの考え方によっています。また、太い枝を切ると、切った後に幹や

大枝から出てくる萌芽枝の伸びは旺盛なため、木は切れば切るほど樹勢がかえって強くなると考

える人も少なくありません。 

樹木にとっては、葉、枝、幹、根のいずれも

重要で、どの部分に欠陥が生じても生命にかか

わる問題です。そのなかで、樹木にとってエネ

ルギーを生み出してくれるのは葉です。葉を大

量に取ってしまう剪定は、確実に木を弱らせ、

病害虫に対する抵抗性を弱めてしまいます。胴

吹き枝の生長が旺盛なのは、急激な枝葉の減少

に危機感をもった樹木が樹体内に蓄えているエ

ネルギーを使って急いで葉を出そうとしている

からで、実は木にとっては危険な状態です。 

強剪定を繰り返していると、樹木は貯えを使

い果たし、胴吹きやひこばえを出すこともでき

なくなり、枯れてしまいます。 

 

2）大枝を切るとなぜ腐朽しやすいのか？ 

元気な枝はたくさんの葉をもっています。葉は盛んに光合成をして、砂糖やデンプン、アミノ

酸、酵素、植物ホルモン、ビタミンなどをつくって幹のほうは送り込んでいます。その大枝を切

ると、とくにその大枝のすぐ下部がエネルギー不足になり、弱ってしまいます。幹のまわりから

すぐにエネルギーの補給を受けられればよいの

ですが、それが間に合わないと、枝の下の部分

が病原菌に侵されて、溝状に腐ってしまいます。 

木は枝が枯れても病原菌が入らないように努

力します。それが枝の基部でつくられる防御層

です。この防御層は、腐朽菌に対して強力な防

衛組織となっています。 

元気な大枝の強剪定は木に事前の予告なしに

枝を切るので、あらかじめ防御壁をつくる時間

がありません。切り口から腐朽菌が侵入しやす

くなります。 

 

図－1 強剪定の影響 

図－2 太枝の切断の影響 



73 

 

 

■強剪定の影響（2/2） 
 

3）幹が腐朽し根も枯れる断幹 

最もひどい剪定は太い幹を途中で切ることです。これを断幹といいます。枯葉が支障となる、

日陰で暗い、枝が支障となる、カラスが巣をつくる、小鳥がとまって糞をすると自動車が汚れる

などの理由で伐られています。 

通直に伸びて地上 10ｍほどで枝分れして枝葉を広げているケヤキの場合、幹が切断されると残

された幹には枝葉がまったくなくなってしまいます。そこで木は胴吹き枝をたくさん出しますが、

幹の全部を養うだけのエネルギーはとうていつくれません。そして、切断されたところから 10～

20ｍほど枯れ下がり、胴吹き枝によってエネルギーを供給されている部分は生き残りますが、胴

吹き枝の出なかった部分は溝状に枯れ下がってしまいます。 

さらに、外からは見えませんが、中では材の腐朽が進行し、空洞化が進みます。そして、土中

に張った太い根も十分にエネルギーが供給されないために枯れ、根株が腐って倒伏する危険も高

くなります。木の幹の切断は、樹木にとってとても過酷なしうちです。 

雑木林のナラやクヌギなどでは、薪炭材を得るために幹を伐採していますが、この伐採はなる

べく低い位置で行いました。切り株はいずれ腐ってしまいますが、そこから出るひこばえには腐

朽はほとんど入らず、倒れる心配もありません。 

 

 
図－3 断幹の影響 

 

（出典：図解 樹木の診断と手当て 木を診る 木を読む 木と語る） 
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■ひこばえや胴吹きによる更新（1/2） 

1）ひこばえ・胴吹きの出る理由 

ひこばえや胴吹きは、見苦しいと言われたり、ま

た、胴吹き枝を伸ばすと栄養分が上部の枝にまわら

ずに、上部の枝が枯れてしまうとも言われたりし

て、多くの場合剪定されます。ひこばえや胴吹きが

出るのは、上部の枝葉に元気がなくなり、光合成能

力が下がってきたので、幹、大枝、根にためていた

エネルギーを使って急いで葉を出し、光合成をして

補おうとしているからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 胴吹きやひこばえの発生  

 

樹木が努力して出したひこばえや胴吹きが切ら

れると、エネルギーが足りないうえに、さらにもう

一度葉を出そうとしてエネルギーを使うことにな

り、木はますます弱ってしまいます。 

土壌改良や発根促進をして樹木の活力を高め、ひ

こばえや胴吹きに頼らなくてもよいように木の樹

勢を高めます。樹冠の葉が茂って幹や大枝に日光が

当たらなくなると、胴吹き枝は出なくなります。樹

木が弱り過ぎて回復の見込みが立たないときは、ひ

こばえや胴吹きを大切にして、数年経ってから勢い

の良い枝や入り皮となる可能性の少ない枝を選ん

で残し、大きく育てます。 

図－2 胴吹き枝の剪定と間引き   
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■ひこばえや胴吹きによる更新（2/2） 

2）ひこばえの幹更新 

切り株から出るひこばえを育てると、株立ちの木となります。普通、ひこばえはたくさん出る

ので、数年経ったら、伸ばすひこばえと取り除くひこばえを選ばなければなりません。 

切り株の最も高い所から出ているひこばえを残すと、切り株が腐ったときに根本に空洞ができ、

そこから材質腐朽菌が入りやすくなります。また、幹同士が接近しているために、入り皮になっ

てしまいます。最も低い位置から出るひこばえには、材質腐朽が入ることはほとんどなく、根本

もしっかりと安定し、入り皮の恐れもありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 ひこばえの選定と間引き 

 

（出典：図解 樹木の診断と手当て 木を診る 木を読む 木と語る） 
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9.3 用語の解説 

 
用語 よみかた 解説 

延焼遮断帯 えんしょうしゃだんたい 
大災害時において市街地大火を阻止する機能を果
たす都市施設および樹林。 

ガードリングルート がーどりんぐるーと 

植栽桝が小さいときによく起こる現象で、行き場
を失った根が他の根や幹に巻き付いて締めあげて
しまう現象。水分や養分の吸い上げが阻害される。 

合着 がっちゃく 植物の同質の細胞や器官が癒合(ゆごう)すること。 

花木 かぼく 美しい花の咲く木。桜・梅・桃の類。 

競合 きょうごう 
競り合い。植物においては樹冠を広げる空間をめ
ぐって樹木同士が競り合う。 

切詰め剪定 きりつめせんてい 
主として樹冠を整えるために行い、樹冠外に飛び
出した枝を、樹冠の大きさが整う長さに剪定する。 

公共の緑 こうきょうのみどり 東村山市が管理しているみどりを指します。 

更新 こうしん 
樹林地においては、樹齢を重ねた樹木を次世代の
樹木に世代交代させ、樹林全体を若返らせること。 

高木化 こうぼくか 

かつての雑木林は 10 年か 20 年で伐採されていた
が、雑木林の利用が少なくなった近年では伐採さ
れなくなったためコナラやクヌギなどの樹木が大
きく成長している。 

広葉樹 こうようじゅ 
被子植物のうちの双子葉類の樹木。幅が広く平た
く、表裏のある葉をつける。サクラ・クヌギなど。 

根系 こんけい 植物体の地下にある部分の総称。 

社寺林 しゃじりん 
神社に付随して参道や拝所を囲むように設定・維
持されている森林。鎮守の杜、社叢ともいう。 

常緑樹 じょうりょくじゅ 
1 年以上落葉せず、しかも交代に新葉をつけるの
で、いつも緑葉をもつ樹木。 

植栽帯 しょくさいたい 植物を植える枡が帯状に伸びたもの 

植栽枡 しょくさいます 植物を植える枡 

針葉樹 しんようじゅ 

細くてかたい針葉をつける木をいう。広葉樹の対。
木化した鱗片葉からなる球果をつけるので，球果
植物とも呼ばれる。 

すかし剪定 すかしせんてい 

不要な枝を取り除く作業で、茂り過ぎた樹冠を適
度に透かします。風通しや日当たりを改善するこ
とで枝の枯死や害虫の発生から守る目的がありま
す。また、自然樹形を活かすため、公園等でよく
用いられる。 

雑木林 ぞうきばやし 

クヌギやコナラなどの落葉広葉樹で構成される
林。薪炭利用やしいたけのホダ木などに木材を利
用した。古い雑木林には春植物（※後述）の生育
がある。 

踏圧 とうあつ 踏みつけること。その圧力。 

胴吹き どうぶき 

樹木の衰弱が原因で幹から小枝が発生するもの
で、放置すると美観が悪いばかりでなく、樹体を
弱らせる。 

土壌改良 どじょうかいりょう 

土の三相（液相・気相・固相）の比率が 4:3:3 とな
っている土が一般的に作物の栽培に適した土とさ
れており、これら物理性を改良すること。 
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用語 よみかた 解説 

土壌硬化 どじょうこうか 
土壌が人や車両によって踏み固められ、硬くなる
こと。 

土壌診断 どじょうしんだん 

地力を改善する目的で行う。土壌養分の含量を分
析する化学性診断や、硬さや水はけなどの物理的
な性質を分析する物理性診断などがある。 

土壌団結 どじょうだんけつ 
土壌粒子が互いに強く結びつくこと。乾燥のほか、
植物遺体の体積によっても引き起こされる。 

根株 ねかぶ 樹木の根本付近 

法肩 のりかた 

法（のり）とは、切土や盛土の斜面のことを指す。
この斜面部分を法面（のりめん）、この頂部の肩に
なるところを法肩（のりかた）という。 

春植物 はるしょくぶつ 

春先に開花し、結実後は地下で過ごす一連の草花
の総称。「スプリング・エフェメラル（春の儚きも
の）」とも呼ばれる。 

不定根 ふていこん 

茎から 2 次的に発生する根。勢いがあり活着も早
いが、その強さの分、不定根が出ると直根が伸び
なくなる。 

萌芽 ほうが 

大部分の広葉樹や一部の針葉樹では、枝や幹を切
ると、切り口付近の休眠芽などから芽を吹き、新
しい枝や幹を生じる。これを萌芽、ひこばえとい
う。地表近くで幹を切り、萌芽によって育てた林
を萌芽林(ぼうがりん／ほうがりん)とよぶ。 

補植 ほしょく 
植栽木が枯れて空地ができたとき、再び苗木を植
えること。 

みどり みどり 

「東村山市みどりの基本計画 2011」で、「植物だ
けでなく、動物の生態系と土壌や、大気、水など
の自然の構成要素全体を示す。人間の精神や文化
の基盤、安全で快適な生活環境、美しい景観に必
要なものという意味」にも使っています。 

屋敷林 やしきりん 

屋敷の周囲に設置された林で、家屋の一方向また
は複数方向に配植される。風を低減させて家屋を
保護する。 

落葉樹 らくようじゅ 

秋の低温期になると葉が枯れて落ち、翌春に新し
い葉を生じる樹木。温帯に多く、大部分は広葉樹
で、夏緑樹ともいう。 

緑陰 りょくいん 青々と茂った木のかげ。こかげ。 

緑地 りょくち 

東村山市が管理しているみどりのうち、本ガイド
ラインで対象としている公共緑地、都市公園、用
水、街路樹、学校の緑を総称して「緑地」として
います。多摩湖緑地や淵の森緑地などの固有の公
共緑地を示すものではありません。 

林縁部 りんえんぶ 

森林が草地や裸地に接する部分。日照や風当たり
など、林内とは異なる環境であり、低木やつる植
物の繁茂等がみられる。 
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