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第５章 計画実現のための施策展開  

計画の実現に向けて、基本方針に基づいた施策の体系と内容を示します。 

１ 施策の体系 

基本 

方針 

施策の 

方向性 
実施施策 

基
本
方
針
１ 

東
村
山
の
魅
力
と
な
る
み
ど
り
を
守
り
・
活
か
そ
う 

1-1 

樹林地のみどりを

守り・活かそう 

１-１-１ 狭山丘陵のみどり 

１-１-２ せせらぎの郷多摩湖緑地周辺のみどり 

１-１-３ 北山公園周辺のみどり 

１-１-４ 淵の森緑地のみどり 

１-１-５ 
国立療養所多磨全生園等のみどり 

①国立療養所多磨全生園のみどりの保全と活用 

②大規模施設のみどりの保全と活用 

１-１-６ 

小さな樹林地のみどり 
①緑地保全地域のみどりの保全（都指定）と活用 

②緑地保護区域のみどりの保全（市指定）と活用 

③社寺境内地のみどりの保全と活用 

④保存樹木や保存生垣の保全と活用 

１-１-７ 
樹林地保全の推進 

①樹林地の保全の計画的な推進  

②樹林地保全制度の活用（促進） 

１-１-８ 

維持管理と活用による樹林地の質の向上 
①みどりの状況に応じた維持管理方策の検討 

②公民連携による維持管理の取り組み 

③樹林地の活用の促進 

④八国山たいけんの里の活用と里山文化の伝承 

1-2 

農のみどりを 

守り・活かそう 

１-２-１ 

農地 
①農地の保全と活用 

②生産緑地地区の保全と活用 

③防災協力農地の充実 

１-２-２ 
農にふれあう機会の充実 

①体験機会の充実  

②地産地消の推進 

1-3 

水辺のみどりを 

守り・活かそう 

１-３-１ 

水辺のみどり 
①柳瀬川のみどりの保全と活用 

②空堀川のみどりの保全と活用 

③野火止用水のみどりの保全と活用 

④北川、前川のみどりの保全と活用 

１-３-２ 

河川・湧水等の水辺 
①自然に配慮した安全な川づくり 

②水辺に親しむ空間づくり 

③河川・湧水の保全 

１-３-３ 
水循環への配慮 

①雨水貯留・浸透に配慮した環境づくり 

②公共下水道接続率の向上 

1-4 

生物多様性に配慮

したエコロジカル

ネットワークを 

つくろう 

１-４-１ エコロジカルネットワークの確保 

１-４-２ 生きものの実態把握 

１-４-３ 生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 
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基本 

方針 

施策の 

方向性 
実施施策 

基
本
方
針
２ 

み
ど
り
と
と
も
に
暮
ら
す
ま
ち
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
ろ
う 

2-1 

多くのひとが 

楽しめる公園や 

緑地をつくろう・

活かそう 

２-１-１ 

計画的な整備・拡充 
①公民連携による公園づくり 

②地域や時代のニーズに応じた公園づくり 

③公園・緑地の整備・拡充 

２-１-２ 
適切な維持管理の推進 

①安心・安全に利用できる環境づくり 

②状況に応じた植生管理 

２-１-３ 公園や緑地を楽しむ機会の充実 

２-１-４ 

東村山市の特徴となる個性ある公園づくり 
①都立公園 

②総合公園 

③運動公園 

④近隣公園 

⑤街区公園、児童遊園、仲よし広場 

2-2 

まちのみどりを 

守り・活かそう 

２-２-１ 人々が集まる公共空間のみどり 

２-２-２ 学校のみどり 

2-3 

みどりを 

つなげよう 

２-３-１ 
みどりをつなぐ 

①街路樹 

②緑道  

2-4 

計画的なみどりの

まちづくりを 

進めよう 

２-４-１ 

まちの緑化の推進 
①緑化を推進するエリアの設定 

②計画的なみどりのまちづくり 

③みどりのまちづくりの支援 

④まちの緑化の推進 

2-5 

花やみどりの 

美しい庭を 

つくろう 

２-５-１ 
花やみどりの美しい庭づくり 

①美しい庭づくり 

②地域の庭づくり 

基
本
方
針
３ 

み
ど
り
と
ひ
と
の
つ
な
が
り
を 

深
め
よ
う 

3-1 

みどりに親しみ、

つながりを 

深めよう 

３-１-１ みどりの情報発信 

３-１-２ 

みどりに集い楽しむ機会の拡充 
①みどりのイベントの計画的な実施 

②学校教育等と連携したみどりの学びの充実 

③みどりに親しむ拠点づくり 

3-2 

多様な主体との 

協働を進めよう 

３-２-１ 

市民・市民団体、民間事業者との連携・協力 
①市民・市民団体との連携・協力 

②事業者との連携・協力 

③みどりの担い手との連携・協力 

３-２-２ 国や東京都、庁内の横断的な連携・協力 
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春の花々で彩られた北山公園 

２ 施策の展開 

基本方針１ 東村山の魅力となるみどりを守り・活かそう 

武蔵野の面影が残る樹林地や

農地のみどり、淵の森や野火止用

水等の水辺のみどりなど、東村山

市の魅力となるみどりを守ると

ともに、様々な主体によるみどり

の活用を促進します。 

また、みどりを守り・活用する

ことにより、生物多様性
*
に配慮

した、エコロジカルネットワーク
*

を構築します。 

 

 

 

1-1 樹林地のみどりを守り・活かそう 

東村山市の豊かな樹林地の保全を進めます。また、それぞれの樹林地の特性に合わせた維

持管理と活用を図ることにより、東村山市の樹林地を豊かに育てていきます。 

1-1 施策一覧 

１-１-１ 狭山丘陵のみどり 

１-１-２ せせらぎの郷多摩湖緑地周辺のみどり 

１-１-３ 北山公園周辺のみどり 

１-１-４ 淵の森緑地のみどり 

１-１-５ 
国立療養所多磨全生園等のみどり 

①国立療養所多磨全生園のみどりの保全と活用 

②大規模施設のみどりの保全と活用 

１-１-６ 

小さな樹林地のみどり 
①緑地保全地域のみどりの保全（都指定）と活用 

②緑地保護区域のみどりの保全（市指定）と活用 

③社寺境内地のみどりの保全と活用 

④保存樹木や保存生垣の保全と活用 

１-１-７ 
樹林地保全の推進 

①樹林地の保全の計画的な推進  

②樹林地保全制度の活用（促進） 

１-１-８ 

維持管理と活用による樹林地の質の向上 
①みどりの状況に応じた維持管理方策の検討 

②公民連携による維持管理の取り組み 

③樹林地の活用の促進 

④八国山たいけんの里の活用と里山文化の伝承 
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1-1-1 狭山丘陵のみどり 

①狭山丘陵のみどりの保全と活用 

狭山丘陵
*
のみどりは、雑木林と谷戸

*
が入り組ん

だ里山生態系が広がる首都圏を代表する豊かなみ

どりです。東村山市においても重要なみどりとして、

保全・活用を図ります。 

狭山丘陵
*
のみどりのうち、都立狭山緑地（狭山公

園）、都立八国山緑地は、東京都と連携しながら、生

物多様性
*
の保全やみどりの質の向上を目指した緑

地管理に取り組み、保全・活用を促進します。 

 

1-1-2 せせらぎの郷多摩湖緑地周辺のみどり 

①せせらぎの郷多摩湖緑地周辺の保全と活用  

せせらぎの郷多摩湖緑地は、雑木林と湧水、畑な

ど里山の風景が都市計画に基づき一体として保全

された都市緑地
*
です。引き続き、適切な維持管理及

び整備に努め保全を図るとともに、里山の自然を身

近に感じることができる公園（緑地）として、誰も

が親しみ活用できるよう、指定管理者制度
*
をはじめ

とする公民連携による管理・活用を検討します。 

また、周辺にも良好なみどりが広がっていること

から、一体的な保全・活用を検討します。 

■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ―せせらぎの郷多摩湖緑地― 

現地調査をもとに、目標像とした樹林の姿とするための樹林地管理上の課題を抽

出し、その対策をまとめています。 

せせらぎの郷多摩湖緑地の目標像 

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 

 
  

●A7 地区はこ

れからも自然の

状態を保存して

いきます。 

 

 

●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。 

●A4 地区では、谷頭部に生育す

る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を早期に

除去します。 

 

A7地区 

 

多摩湖緑地内に整備された生物観察路 

都立八国山緑地内の散策路 
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1-1-3 北山公園周辺のみどり 

①北山公園周辺のみどりの保全と活用  

北山公園周辺は、狭山丘陵
*
を背景に樹林地や水田、

北川やしょうちゃん池などの豊かな水とみどりに

囲まれています。この周辺には多くの野草や生きも

のが生息・生育しています。市民や市民団体と連携

しながら、多様な生きものが生息する環境づくりと、

豊かな自然に気軽にふれあえる里山の景観の保全・

活用を進めます。 

 
1-1-4 淵の森緑地のみどり 

①淵の森緑地の保全と活用  

淵の森緑地は、多様な生きものの生息・生育する

重要なみどりとして、引き続き、隣接自治体や周辺

住民、市民団体と連携しながら保全活動を継続しま

す。柳瀬川の河川整備にあたっては、残された貴重

な河畔林
*
を保存するため、自然環境に配慮し、河川

管理者や関係団体との協力のもとで取り組みます。 

 
■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ―淵の森緑地― 

現地調査をもとに、目標像とした樹林の姿とするための樹林地管理上の課題を抽

出し、その対策をまとめています。また、平成 30 年度に公有地化を完了した柳瀬

川の対岸に広がる樹林地（通称：八郎山）についても、一体として管理を行ってい

ます。 

淵の森緑地の目標像 

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 

 

 
  

●北側樹林は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。 

 

●淵の森緑地の南側の柳瀬川の河川沿い及

び対岸の緑地（通称：八郎山）には、常緑広

葉樹のシラカシ林があります。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、ひとが立ち入らないようにし、手を加え

ないようにします。 

 

秋の北山公園 

柳瀬川両岸に広がる淵の森の河畔林 
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1-1-5 国立療養所多磨全生園等のみどり 

①国立療養所多磨全生園のみどりの保全と活用 

国立療養所多磨全生園については、多磨全生園入所者自治会の提唱する「人権の森」構想

の考えに基づき、入所者の努力により守られてきた豊富なみどりの保全に努めます。 

また、「人権の森」等について様々な学習体験やイベントの開催を図ります。 

 

②大規模施設のみどりの保全と活用 

多摩北部医療センターや東村山浄水場など大規

模な施設では広大なみどりを有していることから、

施設管理者の協力のもとで適切なみどりの維持を

促進します。 

 

 

 

■「人権の森」構想 

 

  

国立療養所多磨全生園は、全国に

13 ある国立のハンセン病療養所の 1

つです。国立療養所多磨全生園では、

望郷の念にかられながら故郷の山

河、家族への思いを託して、昭和 23

（1948）年から緑化委員会を組織し、

植樹活動を行ってきました。戦後、自

然解消していた緑化委員会でした

が、昭和 46（1971）年に再度設置し、

ふるさとの森造り計画（昭和 58

（1983）年）を立て、一人一木運動や

県木の森など、様々な緑化活動を行

ってきました。252種、3万本もの園

内の緑、そのほとんどは入所者の

方々が「将来、自分たちがいなくなっ

た時も、自分たちを受け入れてくれ

たこの緑の地を東村山の市民に残そ

う」との思いを込めて植え、育ててき

たものであり、これらの木々の成長

は、国立療養所多磨全生園の 110 年

余の歴史と重なり合っています。  
資料：人権の森ポスター 

入所者自治会は、このハンセン病の歴史・人権の歴史とともにある豊かな緑、ハ

ンセン病資料館、共同生活を営んできた寮や館、神社、納骨堂などの歴史的価値を

持つ建造物や史跡、これらすべてを「人権の森」として保全・保存し、後世に伝え

ようと、平成 14（2002）年、「人権の森」構想を立ち上げました。これを療養所の

将来構想として、国へ要請し、東村山市とともにこの構想の実現に向けた活動をし

ています。 

多摩北部医療センター内に広がる樹林
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1-1-6 小さな樹林地のみどり 

①緑地保全地域のみどりの保全（都指定）と活用 

東村山大沼田緑地保全地域や東村山下堀緑地保全地域など東京都の指定する緑地保全地

域
*
は、クヌギやコナラを主体とする雑木林であり、東京都と連携しながら、その保全・活用

を図ります。 

また、新たな地域指定について、必要に応じ東京都と連携を図りながら検討します。 

 

②緑地保護区域のみどりの保全（市指定）と活用 

民有の雑木林のみどりは、東村山市の景観を形成

する重要なみどりです。市が指定する緑地保護区域
*

を保全する取り組みなど、民有地のみどりを市民と

ともに保全していく活動を継続していきます。 

所有者と協力しながら、維持管理等の実態を把握

し、適切な管理方法を検討するとともに、周辺住民

への開放等、新たな方法を検討します。公有地化の

要望があった際は、国や東京都の制度を活用するな

ど、保全方策を検討します。 

また、雑木林が相続により売却、細分化されるこ

とを抑制するために、税制上の優遇措置の要望につ

いて、周辺市町村と協力し継続します。 

 
③社寺境内地のみどりの保全と活用 

社寺境内地のみどりは、鎮守の森として地域に根

付き、自然的・歴史的にも重要なみどりです。所有

者の意向に配慮しながら、保全や維持管理を支援し

ます。 

 

 
 
④保存樹木や保存生垣の保全と活用 

屋敷林などの地域のみどりや歴史を活かしたま

ちなみづくりを進めるため、保存樹木
*
、特別保存樹

木
*
、保存生垣

*
の制度を活用し、維持・保全を支援し

ます。 

所有者と協力しながら、指定した樹木や生垣の実

態に応じ、維持管理など、適切な対応策を検討しま

す。 

  

緑地保護区域に設置された看板 

正福寺地蔵堂 

歴史的な景観を維持する生垣 
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1-1-7 樹林地保全の推進 

①樹林地の保全の計画的な推進 

樹林地の減少に対応し、重要なみどりの保全を図るため、重点的に保全に配慮する保全配

慮地区を設定します。保全配慮地区は、「都市緑地法」の規定に基づき定められた「緑地保

全地域及び特別緑地保全地区以外の区域であって、重点的に緑地の保全に配慮を加えるべ

き地区」のことです。保全すべき重要なみどりは、市民緑地制度
*
等の各種制度を活用した

計画的かつ適切な保全を図るとともに、必要に応じて、公有地化を検討します。 

 

■保全配慮地区の設定 

保全配慮地区は、東村山市の重要なみどりである「みどりの核」が相互につながり、規模

の大きなみどりを形づくる「八国山・狭山緑地周辺保全配慮地区」を定めます。 

対象とする区域については、平成元年に東京都が自然環境の保全と活用を図ることを目

的として策定した「みどりのフィンガープラン」において「狭山丘陵
*
」として位置づけられ

ている区域に、北山公園の用地を加えたものとしました。 

 

 
 
 
 
  

平成 29 年撮影の航空写真より作成 保全配慮地区 
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■保全配慮地区の方針 

  【八国山・狭山緑地周辺保全配慮地区】 

現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八国山・狭山緑地周辺保全配慮地区は、クリやクヌギ、コナラなどの樹

林地や、ナシをはじめとする果樹園、畑などの農地で構成されています。

また、丘陵地の大部分は、都立狭山緑地（狭山公園）や都立八国山緑地、北

山公園、せせらぎの郷多摩湖緑地などの公園・緑地となっているほか、周

辺住宅地も含め北山風致地区が指定され、豊かなみどりの保全が図られて

います。 

都立八国山緑地を中心に、周辺自治体とも連続する広大なみどりは、首

都圏を代表するみどりとなっています。 

また、上記の公園・緑地においては、市民協働による維持管理活動が行

われ、良好なみどりとなっています。 

方針 

東村山市を代表するみどりとして、保全配慮地区に位置づけ、これまで

のみどりの取り組みを継続します。また、みどりの適切な維持管理を進め、

生きものの生息に配慮するなど、その質の向上に努めます。 

また、樹林地周辺は住宅地となっていることから、残存する樹林地や農

地の保全に取り組み、みどりとの調和に配慮していきます。 
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②樹林地保全制度の活用（促進） 

国や東京都と連携しながら、特別緑地保全地区等、様々な樹林地保全制度の活用を検討し

ます。また、緑地保全基金の一層の充実と活用、多様な財源の確保について検討します。 

 

■樹林地を守る保全制度 

貴重なみどりを守るため、様々な保全制度があります。これらは、法律や条例などに

基づき、一定の土地利用規制等によって樹林地などの担保を図る方法です。こうした制

度を活用することで、樹林地の所有者と協力しながらみどりを守ることができます。 

名称 概要 

近郊緑地保全区域 

（首都圏・近畿圏近郊緑地

保全法） 

首都圏の近郊整備地帯における無秩序な市街化の防止など

を目的として、良好な自然環境を形成している樹林地や水

辺地等において、建築行為など一定の行為を届出制にする

ことなどにより緑地を保全する制度です。 

近郊緑地特別保全地区 

（首都圏・近畿圏近郊緑地

保全法） 
都市の良好な自然環境を形成する枢要な緑地において、建

築行為など一定の行為を許可制により制限し、現状凍結的

に緑地を保全する制度です。 特別緑地保全地区 

（都市緑地法） 

風致地区
*
 

（都市計画法） 

良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計

画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域

について定め、地区内における木竹の伐採、建築行為、土地

の形質の変更等、一定の行為を許可制とする制度です。 

市民緑地
*
 

（都市緑地法） 

市内に残る貴重な民有緑地を保全するとともに、広く市民

の利用に供するため、緑地や緑化施設を公開する制度です。 

東京都保全地域 

（東京における自然の

保護と回復に関する条

例） 

東京都の指定する保全地域で、自然環境保全地域、森林環境

保全地域、里山保全地域、歴史環境保全地域
*
、緑地保全地

域
*
の５つがあり、良好な自然の生態系を保護するため、ま

た現在残されている良好な自然を保ち、次代へと引き継い

でいくための制度であり、利用には制限があります。 

農の風景育成地区
*
 

（農の風景育成地区指

定運営要綱） 

農地や屋敷林などが比較的まとまって残る地区を指定し、

地域内の緑地や農地の保全・活用・連携の方針を策定しま

す。育成計画に基づき、取り組みを進めることで、地域のま

ちづくりと連携しながら農のある風景を保全、育成する制

度です。 

緑地保護区域
*
 

（東村山市緑の保護と

育成に関する条例） 

良好な自然状態で保持されている樹林地や動植物の生息

地、市民の生活環境に寄与している社寺林等、市内の緑の保

護を図るため必要がある区域において、建築行為など一定

の行為を許可制により制限する制度です。 
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1-1-8 維持管理と活用による樹林地の質の向上 

①みどりの状況に応じた維持管理方策の検討  

樹木の老木・高木化や管理されていない樹林の増

加、日当たりや落ち葉等への近隣からの苦情など、

市街地内の公園や緑地等の樹林地や街路樹には

様々な問題が生じています。これに対応し、市街地

内の樹林地や街路樹の適切な保全の一助となるよ

う、みどりの質の向上を目指した維持管理を進めま

す。 

そのため、「東村山市公共の緑の植生管理のガイ

ドライン」を基本に、種類構成ごとの管理や、更新

方法（萌芽再生、大径木を残す、遷移に任せるなど）

等、適切な維持管理を継続します。 

 

 

②公民連携による維持管理の取り組み 

樹林地の落ち葉清掃や雑草処理などを適切に推進するとともに、市民と協働による取り

組みを継続していきます。また、老木化・高木化した樹木については剪定・伐採後の廃材の

活用を含む２次的利用について、事業者等との公民連携による取り組みを推進します。 

 

③樹林地の活用の促進 

樹木の維持管理で排出される落葉や剪定枝の再利用を進めます。循環型農業での利用や、

薪ストーブ等の燃料としての活用など、多様な用途について検討します。 

 
④八国山たいけんの里の活用と里山文化の伝承 

八国山たいけんの里は、自然や歴史、民俗等の文

化を体験できる施設として、積極的に活用します。

また、里山文化を伝承するため、里山の自然を利用

した体験講座やサツマイモ栽培体験等の里山につ

いて学ぶ機会の創出を図るほか、雑木林を子どもた

ちの遊び場や学習の場として活用できるよう、検討

します。 

 

  
八国山たいけんの里での草木染め体験 

野火止用水沿いの樹木の剪定作業 
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1-2 農のみどりを守り・活かそう 

東村山市には、畑や果樹園など多くの農地が点在しています。これらは、雑木林と一体と

なり東村山市の原風景をつくりだす重要なみどりです。地産地消の取り組みや農を通じた

交流など、農地の持つ多様な機能を活用することにより、農のみどりを保全します。 

1-2 施策一覧 

１-２-１ 

農地 
①農地の保全と活用 

②生産緑地地区の保全と活用 

③防災協力農地の充実 

１-２-２ 
農にふれあう機会の充実 

①体験機会の充実  

②地産地消の推進 

 
1-2-1 農地 

①農地の保全と活用 

農地は農業生産の場としてだけでなく、景観や防

災、レクリエーションなど多様な機能を持っていま

す。農業に対する理解を深めるとともに、農業振興

策の充実により、農地の保全を図ります。また、所

有者の意向に配慮しつつ、田園住居地域
*
や農の風景

育成地区
*
等の指定について必要に応じて検討しま

す。 

 

  

②生産緑地地区の保全と活用 

生産緑地制度の活用を推進するほか、生産緑地地区
*
の決定から 30年を迎えるものについ

ては、特定生産緑地の指定を進め保全を図ります。 

また、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行も踏まえ、貸し手と借り手のマッチング

や、市民農園
*
・体験農園

*
としての活用を継続します。 

 

③防災協力農地の充実 

都市農地は多面的な機能として、火災延焼防止や、

震災時におけるいっとき集合場所などの役割を担

っています。協定締結先である東京みらい農業協同

組合及び農地所有者の協力のもと、防災協力農地
*
の

維持と周知を図ります。 

 
  

北山公園内の水田での作業風景 

（平成 14 年頃撮影） 

防災協力農地に指定された農地 
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1-2-2 農にふれあう機会の充実 

①体験機会の充実 

市民農園
*
や体験農園

*
などを有効活用し、農業と

のふれあいや体験の場づくりを進めます。また、小

中学校の総合的な学習の時間などでも、農業体験や

農業の理解に努めます。 

農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」を、

市民交流や農業体験の場となる都市公園
*
・緑地とし

て活用することを継続します。農業体験の拡充や公

園利用の促進のため指定管理者制度
*
をはじめとす

る公民連携による管理・活用を検討します。 

 
②地産地消の推進 

市内の農産物直売の場づくりを促進するほか、農

産物直売所マップなどを活用して、地場農産物の情

報の充実を推進します。 

直売の場においては、地域の農業への理解や愛着

を育むよう、生産者と消費者の交流を図ります。 

また、地場農産物の学校給食での活用を継続し、

地場野菜及び果樹の普及啓発に努めます。 

 

■農業を体験してみよう 

 市内には市民農園
*
や体験農園

*
、農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」があり

ます。また、東村山産のブランド果実である「多摩湖梨」や「多摩湖ぶどう」の収穫

体験ができる農園などもあり、農業を身近に感じ、気軽に楽しむことができます。 

  

秋津ちろりん村での収穫体験 

「マルシェ久米川」での生産者と消費者のふれあい 

恩多町第１市民農園 

多摩湖梨 
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1-3 水辺のみどりを守り・活かそう 

市内には、柳瀬川、空堀川、北川、前川等が流れるほか、湧水も点在しています。また、

江戸時代にかんがい用水路として開拓された野火止用水が流れ、豊かな水辺環境を有して

います。豊かな水辺や水辺と関わりの深いみどりを一体的に保全します。 

1-3 施策一覧 

１-３-１ 

水辺のみどり 
①柳瀬川のみどりの保全と活用 

②空堀川のみどりの保全と活用 

③野火止用水のみどりの保全と活用 

④北川、前川のみどりの保全と活用 

１-３-２ 

河川・湧水等の水辺 
①自然に配慮した安全な川づくり 

②水辺に親しむ空間づくり 

③河川・湧水の保全 

１-３-３ 
水循環への配慮 

①雨水貯留・浸透に配慮した環境づくり 

②公共下水道接続率の向上 

 
1-3-1 水辺のみどり 

①柳瀬川のみどりの保全と活用 

柳瀬川の河畔に位置する淵の森緑地は、多様な生

きものの生息・生育する重要なみどりとして、引き

続き、隣接自治体や周辺住民、市民団体と連携しな

がら保全活動を継続します。 

 

 

 

 

②空堀川のみどりの保全と活用 

空堀川では、河川区域内における遊歩道等での緑

化推進など地域に親しまれる川づくりを河川管理

者等と協力して促進します。 

 
  

柳瀬川と淵の森緑地のみどり 

空堀川沿いに続く遊歩道 
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③野火止用水のみどりの保全と活用 

野火止用水については、東京都の歴史環境保全地

域
*
に指定されており、由緒ある歴史環境や良好な水

辺の維持・管理に東京都や近隣の自治体と連携し取

り組んでいきます。また、歴史や自然についてのイ

ベントの開催などにより活用を図ります。 

河岸の樹木については、倒木の危険性の高い樹木

の伐採を計画的に進めます。また、樹間の空いてし

まうスペースへの植樹や、萌芽更新
*
等の手法を用い

た樹木の若返りについて検討します。 

また、洗堀
*
が進み倒木の恐れのある箇所や側道等

からの雨水の流入により河岸が崩落する箇所も増

えているため、河岸の整備・安全対策を検討してい

きます。 

 

 
 
④北川、前川のみどりの保全と活用 

北川については、北川緑道や北山公園及び周辺の

樹林地と一体となったみどりの維持管理や緑化推

進により、地域に親しまれる川づくりを促進します。

また、前川については、河川と一体となった公園整

備を行うなど、潤いある都市空間の創造に努めます。 

 
  

歴史と自然を感じる野火止用水 

北山公園内に整備された親水広場で 

実施されるイベント 
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1-3-2 河川・湧水等の水辺 

➀自然に配慮した安全な川づくり 

水辺のみどりの保全により、水辺に生息・生育す

る生きものに配慮しつつ、近年の台風等による豪雨

災害に鑑み、洪水時に倒木の恐れのある樹木、住民

利用並びに河川施設に支障のある樹木については

河川管理者と連携しながら伐採を進めていきます。 

 

 
 
 
②水辺に親しむ空間づくり 

市民が豊かな水辺環境を楽しめるよう、市民団体

の主体的な活動を支援するとともに、河川敷等で開

催されるイベントを通じて、水辺に親しむ機会を創

出します。 

 

 
 
 
③河川・湧水の保全 

河川と公園の一体的整備を行うなど、潤いのある

都市空間の創出を図ります。また、河川の清掃など

の美化活動を市民団体や周辺住民と協働して行う

とともに、各河川や湧水の水質・水量等について、

定期的な観測を行います。 

 

 

1-3-3 水循環への配慮 

①雨水貯留・浸透に配慮した環境づくり 

総合治水の観点から、公園、緑地、農地、雨水調節池等の保全を推進し、流域全体の雨水

貯留・浸透能力を強化します。また、雨水貯留・浸透施設等設置助成制度、宅地開発及び建

築物の建築に関する指導要綱等により、雨水貯留・浸透施設の設置を推進します。 

 

②公共下水道接続率の向上 

市民の生活環境の改善や河川等の水質改善のために、下水道水洗化率（接続率）の向上を

図るとともに、水質や水量が適切に管理されるよう、下水道施設の維持・管理を行います。 

  

空堀川等でよくみかけるコサギ 

空堀川川まつり 

地域住民による柳瀬川の清掃活動 
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エコロジカル 

ネットワーク 
東村山市のみどり みどりの骨格構造 

中核地区 

（15ha 以上の

規模の大きな

みどり） 

八国山周辺 

国立療養所多磨全生園周辺 

みどり

の核 

 

 

 

 

拠点地区 

（規模の大き

なみどり・生き

もののすみか

となっている

みどり） 

都立東村山中央公園 

都立狭山緑地（狭山公園） 

せせらぎの郷多摩湖緑地周辺 

北山公園 

都立小平霊園 

淵の森緑地 

多摩北部医療センター 

緩衝地区 中核地区・拠点地区の周辺の 

みどり（農地など） 

回廊地区 みどりの核をつなぐ河川や 

緑道など 

 

 

 

みどり

の回廊 

 

 

1-4 生物多様性に配慮したエコロジカルネットワークをつくろう 

東村山市のみどりや水辺には、トウキョウダルマガエル等の貴重な生きものが確認され

るなど、豊かな環境を有しています。今後もみどりや水辺が多様な生きものの生息・生育環

境となるよう、みどりとみどりをつないで、エコロジカルネットワーク
*
をつくります。 

1-4 施策一覧 

１-４-１ エコロジカルネットワークの確保 

１-４-２ 生きものの実態把握 

１-４-３ 生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 

 

1-4-1 エコロジカルネットワークの確保 

①エコロジカルネットワークの確保 

みどりの特性に応じ、中核地区、拠点地区、回廊地区、緩衝地区を設定し、エコロジカル

ネットワーク
*
の確保に努めます。 

また、まちづくりにおいては、生きものの生息・生育環境に可能な限りの配慮を検討しま

す。本計画の策定にあたり、国土交通省より平成 30年４月に策定された「生物多様性に配

慮したみどりの基本計画策定の手引き」を参考に、都市のエコロジカルネットワーク
*
の構

成要素となる緑地の配置について検討し、東村山市のみどりの骨格構造に反映させました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
みどりの骨格構造の詳細は 36 ページへ 
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■生物多様性に配慮したエコロジカルネットワークをつくろう 

エコロジカルネットワーク
*
とは、生物多様性

*
を保全するため、生態系の拠点となる

みどりを適切に配置し、つながりを持たせることです。生きものの生息・生育地とな

るみどりの核や緩衝となるみどりを適切に配置するとともに、生きものの分散・移動

による個体群の交流を促進するため、生態的なみどりの回廊を確保することが重要と

されています。 

生物多様性
*
の保全に関する国際的な関心が高まり、日本を含む世界各国で様々な取

り組みが進められている中、世界人口の半数以上が居住する都市における生物多様性
*

に対しても、注目が高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4-2 生きものの実態把握 

①生きものの実態調査 

緑地や公園の生きものの状況を把握する実態調

査に市民など様々な主体と協働で取り組みます。ま

た、生物多様性地域戦略
*
の策定を見据え、市民団体

等の実施する調査データの一元化を図ります。 

 

 

1-4-3 生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 

①生物多様性の保全へ向けた理解の醸成 

緑地や公園における生物多様性
*
の保全について、

市民の理解を醸成するため、市民団体や事業者と協

働し、自然観察会等の学ぶ機会の充実を図ります。 

また、希少種を含む在来種の保全のために、北山

公園における外来種防除事業
*
等を継続するととも

に、市内全域における外来種対策についても啓発を

図ります。 

野火止用水で撮影されたカワセミ 

北山公園外来種防除イベント 

資料：Ｈ16 国土交通省「人と自然との美しい共生 エコロジカル・ネットワーク」を参考に作成 
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基本方針２ みどりとともに暮らすまち・ライフスタイルをつくろう 

豊かなみどりなど、地域の魅力を

活かした公園・緑地の整備・拡充を、

多様な主体との協力のもとで進め

ます。 

また、みどりのまちづくりを進め、

みどりとともに暮らすまち・ライフ

スタイルの構築を目指します。 

 

 

 

 

 

2-1 多くのひとが楽しめる公園や緑地をつくろう・活かそう 

市内には、東村山中央公園などの都立公園や、里山の景観を有する北山公園、運動場の整

備された東村山公園（運動公園
*
）など、様々な特徴を持った公園があります。 

公園・緑地の計画的な整備・拡充・維持管理を進め、地域のニーズに合わせた個性ある公

園づくりを多様な主体とともに進めます。また、様々な魅力にあふれる公園・緑地を、多く

のひとが楽しむ機会の充実を図ります。 

2-1 施策一覧 

２-１-１ 

計画的な整備・拡充 
①公民連携による公園づくり 

②地域や時代のニーズに応じた公園づくり 

③公園・緑地の整備・拡充 

２-１-２ 
適切な維持管理の推進 
①安心・安全に利用できる環境づくり 

②状況に応じた植生管理 

２-１-３ 公園や緑地を楽しむ機会の充実 

２-１-４ 

東村山市の特徴となる個性ある公園づくり 
①都立公園 

②総合公園 

③運動公園 

④近隣公園 

⑤街区公園、児童遊園、仲よし広場 

 
 

  

菖蒲まつりでにぎわう北山公園 
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2-1-1 計画的な整備・拡充 

①公民連携による公園づくり 

民間事業者や市民参加による公園の整備・運営について様々な制度の導入を含め、発展的

に検討を継続します。 

 民間事業者による整備・運営については、既存の指定管理者制度
*
のほか、公募設置管理

制度（Park－PFI 制度）
*
等の新たな制度の活用についても検討します。 

 市民参加による整備・運営については、地域のニーズを反映した公園づくりを行うため、

地域連携型で取り組みます。 

 

■公募設置管理制度（Park－PFI制度） 

都市公園
*
において飲食店、売店等の公園施設（公募対象公園施設）の設置又は管理

を行う民間事業者を、公募により選定する手続き制度です。事業者が設置する施設か

ら得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者には都市公園法の特例措

置がインセンティブとして適用されます。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省都市局 公募設置管理制度（Park-PFI)について 

 

②地域や時代のニーズに応じた公園づくり 

高齢者・子育て世代の利用が見込まれる地域や、駅周辺などの新たににぎわいが創出され

る地域等、人口動向や時代の変化を踏まえ、既存の公園の再整備を含めて、地域のニーズに

合った公園づくりを目指します。 

再整備にあたっては、各公園の特性に合わせてバリアフリー化や駐車場設置の必要性、健

康づくりや防災に関する機能等を個別に検討していきます。 

 
③公園・緑地の整備・拡充 

今後も、多くのひとが公園・緑地を楽しむことができるよう、計画的な整備・拡充を進め

ます。また、より利用者のニーズや地域の現状に合った公園の整備・運営をしていくため、

公園の配置や機能配分を見直しながら再整備を進めます。 

長期未整備の都市計画公園は早期の整備を目指すことはもとより、その実態を把握し、状

況に応じた見直しの対応方針を検討します。 
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■みどりとオープンスペースの機能の配置 

東村山市には都立の公園や緑道が５か所、市立公園が 166 か所開園しています。ま

た、児童遊園
*
や仲よし広場

*
等の公園１か所あたりの面積が 100～300 ㎡の中小規模の

公園が分散して配置され、都市公園
*
の機能を補う役割を果たしています。 

都市公園
*
のうち、街区公園

*
、近隣公園

*
、運動公園

*
、総合公園

*
に加え、児童遊園

*
、

仲よし広場
*
について、それぞれの位置と地域住民が容易に利用することができる誘致

距離の目安を下図に表しました。下図の水色の地域は、近くにこれらの公園等が配置

されていますが、白い地域は近くに公園等が配置されておらず、公園や緑地の配置を

検討すべき地区となっています。 

みどりとオープンスペース
*
が持つ多機能性を最大限発揮させていくよう、公園の再

編等についても検討を進めていきます。 

 

 

  

公園の誘致距離の目安 
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2-1-2 適切な維持管理の推進 

①安心・安全に利用できる環境づくり 

遊具やベンチ等の公園施設の点検・修繕・更新を定期的に実施し、利用者が安心・安全に

利用できる環境をつくります。 

②状況に応じた植生管理 

道路や公園・緑地等の植栽の維持管理については、「東村山市公共の緑の植生管理のガイ

ドライン」を基本に、適切な管理を進めます。 

老木化・高木化した樹木等を含め、計画的な維持管理・更新を図るとともに、剪定・伐採

した樹木の二次的利用について、公民連携を取り入れた方策を検討します。 

また、落ち葉清掃や雑草処理などを適切に推進するとともに、市民と協働による取り組み

を継続していきます。 

■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ー都市公園ー 

それぞれの公園の持つ機能を発揮させるため、みどりの目標像を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

公園のみどりの状況に応じ、課題と対策を検討しています。   

みどりの状況 課題 対策 

ソメイヨシノ ■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。 

コナラ 

 

 

 

 

 

 

高齢化したコナラ林 

健康度が低下している 

■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。 

 

ケヤキ 

 

 

 

 

 

 

競合して健康度が低下した 

ケヤキ 

■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。 

入口周辺 

・ 整然と管理された箱庭

的な修景植栽地を目標

とします。 

 

境界周辺 

・ 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。 

 

園内 

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。 
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2-1-3 公園や緑地を楽しむ機会の充実 

①公園や緑地を楽しむ機会の充実 

公園・緑地を活用したイベントなどの開催を通じて、公園・緑地を楽しむ機会の充実に努

めます。 

 

2-1-4 東村山市の特徴となる個性ある公園づくり 

①都立公園 

都立東村山中央公園、都立狭山緑地（狭山公園）、

都立八国山緑地、都立小平霊園は、東京都と連携し

ながら保全・活用を促進します。 

 

 
 
 
②総合公園 

東村山市には、北山公園、都立東村山中央公園の

２つの総合公園
*
があります。 

北山公園は、狭山丘陵
*
を背景にした自然豊かな公

園で、新東京百景に選ばれています。豊かな水とみ

どりに囲まれ、初夏には約 600 種類８千株 10 万本

の花菖蒲が咲き乱れます。春には桜、秋には曼珠沙

華など、季節の花が楽しめます。また、池やその周

辺には多くの野鳥が集まり、羽を休める姿などを見

ることもできます。人々は北山公園で憩いの時を過

ごし、その豊かな景色を守り・育てるため、様々な

活動を展開しています。 

今後も北山公園が東村山市を象徴する公園とな

るよう、公有地化を継続し、都市公園
*
としての整備

を推進します。また、花菖蒲の維持管理を継続する

とともに、稲作の風景を残し、生物多様性
*
の保全な

どの市民活動、市内外の人々の交流や体験の場とし

て、活発な活動がなされる交流の拠点の形成に取り

組みます。 

 

 

 

  

都立狭山緑地（狭山公園）から望む市街地 

市民団体による生物多様性の保全活動 

ライトアップされた夜の花菖蒲 
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③運動公園 

東村山公園（運動公園
*
）においては、多様化する市民ニーズを踏まえ、公共スポーツ施設

の今後の方向性について検討していきます。 

 

④近隣公園 

近隣公園
*
は、各公園の位置づけを踏まえ、特徴を

活かした公園づくりを推進します。 

熊野公園は、熊野神社と一体となった地域に親し

まれる公園として、市民協働による維持管理やイベ

ントの実施を継続します。 

萩山公園は、整備を推進し、市民交流の場として

の活用を図ります。 

前川公園は、市民交流の場やスポーツ施設の整備

に加え、防災機能を持った公園として整備を推進し

ます。 

 

⑤街区公園、児童遊園、仲よし広場 

街区公園
*
は、市民の暮らしに最も身近な公園とし

て、地域のニーズに応じて整備・充実を図ります。

また、児童遊園
*
や仲よし広場

*
、市民緑地

*
などにつ

いては、街区公園
*
を補完する場として適切な整備を

図るとともに活用を促進します。 

 

 

  
春の廻田児童遊園 

熊野公園ボランティアの会主催の 

水鉄砲大合戦 
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2-2 まちのみどりを守り・活かそう 

市役所や公民館、病院、学校等の公共公益施設や駅前空間などの人々が集まる空間におい

て、みどりの保全・活用を図ります。 

2-2 施策一覧 

２-２-１ 人々が集まる公共空間のみどり 

２-２-２ 学校のみどり 

 
2-2-1 人々が集まる公共空間のみどり 

①人々が集まる公共空間のみどり 

市役所、公民館、病院、学校等の公共公益施設や

その周辺、駅前空間などにおいて、事業者等との協

力のもと、既存のみどりの維持管理・更新や草花等

の植栽により充実を図ります。特に、みどりの少な

い市街地においては、重点的に取り組みます。 

また、市の管理する公共施設については、「東村山

市公共の緑の植生管理のガイドライン」を基本に、

それぞれの施設に応じた維持管理を継続します。 

 

2-2-2 学校のみどり 

①学校のみどりの保全・活用 

学校は、児童･生徒の教育学習の場としてだけで

なく、地域におけるオープンスペース
*
や防災活動の

拠点としても重要です。「東村山市公共の緑の植生

管理のガイドライン」を基本に、地域に開かれた場

として、それぞれの学校のみどりの特性に応じた管

理･創出を図ります。 

 

■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ー学校ー 

学校のみどりは、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ています。 

植生管理の例 

 

 

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。 

市役所北庁舎のグリーンカーテン 

学校のみどり 

健康度の低下した樹木へ対策 ～樹勢の回復～ 
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2-3 みどりをつなげよう 

東村山市を代表するみどり、河川や緑道、街路のみどりなどのつながりを、「みどりの回

廊」ととらえ、みどりを保全し、みどりの連続性を確保するとともに、市民の活動や交流を

図ります。 

2-3 施策一覧 

２-３-１ 
みどりをつなぐ 
①街路樹 

②緑道  

 

2-3-1 みどりをつなぐ 

①街路樹 

都市計画道路の整備にあたっては、歩道の植樹ま

すや植栽帯等により、みどりの景観形成を図ります。 

また、現在ある街路樹について、倒木や枝の落下

などの危険を未然に防ぐため、街路樹診断
*
を行うと

ともに、維持管理に向けた樹種選択や植樹構成の検

討を進めていきます。 

 

②緑道 

廻田緑道や多摩湖自転車歩行者道（狭山・境緑道）などの快適な緑道ネットワークの維持・

発展に努めます。これまでに整備された緑道や散歩道のみどりが、その機能をさらに発揮で

きるよう、それぞれの状況に応じた適切な維持管理及び地域のイベント等での活用の促進

に努めていきます。 

 

  

都市計画道路 3･4･27 号線さくら並木 

廻田緑道 

緑道位置図 
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■東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン ー街路樹ー 

街路樹は、樹冠が広げられる空間の大きさと植樹ます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」に分けています。 

植生管理の例 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

外科的手当てと更新（植替え）等の検討 

 

〇ケヤキ 

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。 

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。 

 

現状維持の管理 

〇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。 

〇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。 

多くの樹木には、強剪定、腐朽、キノコなどが見られます。

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

び植栽ますの拡張を検討することが必要です。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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2-4 計画的なみどりのまちづくりを進めよう 

鉄道駅や商業施設、住宅などが集積する市中心部では、みどりは少ない状況にあります。

東村山市では連続立体交差事業
*
や都市計画道路の整備などが進められており、これらと連

携しながら、みどりのまちづくりを進めていきます。 

2-4 施策一覧 

２-４-1 

まちの緑化の推進 
①緑化を推進するエリアの設定 

②計画的なみどりのまちづくり 

③みどりのまちづくりの支援 

④まちの緑化の推進 

 
2-4-1 まちの緑化の推進 

①緑化を推進するエリアの設定 

東村山市では、市街化区域全域が緑化重点地区
*
に定められており、今後とも公園・緑地

の整備や緑化の推進に取り組みます。 

身近な緑の確保のため、緑化地域
*
の指定について必要に応じ検討します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
■緑化重点地区の方針 

現状 
市境周辺部には大きな公園・緑地などを有し、豊かなみどりを有していま

すが、市中心部にはみどりが少ない状況にあります。 

方針 

市境周辺部のみどりの保全の継続を図るとともに、市中心部については、

みどりのまちづくりの支援などを通じて、緑化の充実を図ります。また、

現在連続立体交差事業
*
や都市計画道路の整備が進められており、まちづく

りに合わせたみどりの創出に積極的に取り組みます。 

緑化重点地区図 
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②計画的なみどりのまちづくり 

北山風致地区
*
は、「東村山市風致地区内における

建築等の規制に関する条例」に基づき、都市の風致

の維持に努めます。 

新たな市街地整備にあたっては、緑地協定
*
や地区

計画
*
等の導入を進め、みどりのまちづくりを進めま

す。 

連続立体交差事業
*
と合わせた東村山駅周辺の基

盤整備の際は、事業者等の協力のもと、小規模な公

園、植栽帯等のオープンスペース
*
の確保などみどり

の充実を図ります。 

また、未利用地等が生じた際はみどりの空間とし

ての活用を検討します。 

 

③みどりのまちづくりの支援 

「東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱」及び「東村山市緑の保護と育成

に関する条例」、東京都の「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づく「緑化

計画書制度」等による民間開発事業等の協議時に適切な緑化指導を実施するとともに、既存

のみどりの保全やさらなる緑化のため、「東村山市公共の緑の植生管理のガイドライン」の

周知を図ります。 

 

④まちの緑化の推進 

壁面や屋上、駐車場の緑化など、様々な緑化手法

の普及啓発や、グリーンカーテン
*
等の取り組みによ

り、まちの緑化を推進します。 

 

  

街路樹や生垣が効率的に配置された街並み 

個人宅に設置されたグリーンカーテン 
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2-5 花やみどりの美しい庭をつくろう 

都心近郊の住宅都市である東村山市には、花やみどりに彩られた美しい庭を持つ住宅が

たくさんあります。こうした一人ひとりの暮らしの中にあるみどりを大切に育み、花やみど

りの美しい庭を広げていきます。 

 

2-5 施策一覧 

２-５-１ 
花やみどりの美しい庭づくり 
①美しい庭づくり 

②地域の庭づくり 

 
 
2-5-1 花やみどりの美しい庭づくり 

①美しい庭づくり 

戸建住宅、集合住宅、商業施設等における敷地内

の緑化を促進し、生垣補助制度の活用促進やつる性

植物の配付など、身近なみどりの創出の取り組みを

継続します。また、美しい庭を楽しむガーデンコン

テスト
*
の実施や、オープンガーデン制度等の導入を

検討します。 

 

 

 

②地域の庭づくり 

公共の花壇における地域住民による花植え等の

活動を継続します。また、都市整備に伴い発生する

未利用地等について、地域の人々が花やみどりと親

しむコミュニティガーデン
*
として活用することを

検討します。 

また、民有地を地域の人々が利用できる緑地とし

て認定する、市民緑地認定制度
*
等の活用を促進しま

す。 

 

 

  

生垣による道路面の緑化 

地域住民による JR 武蔵野線沿線 

花壇の花植え 
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基本方針３ みどりとひとのつながりを深めよう 

あらゆる機会を通じてみど

りに親しむ機会を創出します。 

また、市民や市民団体、民間

事業者、行政など、多様な主体

による協働体制づくりに努め

ます。 

 

 

 

 

 

 
 

3-1 みどりに親しみ、つながりを深めよう 

みどりを守り育てるためには、市民一人ひとりが、みどりとの関わりを深め、みどりのあ

る暮らしを楽しむこと、みどりを暮らしの中に活かしていくことが重要です。そのため、み

どりについての情報を広く発信するとともに、みどりに親しむ機会を創出していきます。 

3-1 施策一覧 

３-１-１ みどりの情報発信 

３-１-２ 

みどりに集い楽しむ機会の拡充 
①みどりのイベントの計画的な実施 

②学校教育等と連携したみどりの学びの充実 

③みどりに親しむ拠点づくり 

 
3-1-1 みどりの情報発信 

➀みどりの情報発信 

東村山市のみどりに関する認知度向上や緑化に

対する周知啓発のため、みどりの情報を市報やホー

ムページ、SNS など、様々な媒体を通じて広く発信

していきます。また、事業者や市民団体と協働して

取り組む普及啓発活動等についても積極的に情報

発信します。 

 

  

都立狭山緑地（狭山公園） 

ドローンで撮影された花菖蒲を 

市 YouTube で公開（令和２年度） 
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3-1-2 みどりに集い楽しむ機会の拡充 

➀みどりのイベントの計画的な実施 

みどりの保全・活用や緑化の推進などへの意識

向上を図り、みどりを育むひとづくりを進めるた

め、春・秋の緑の祭典をはじめとするみどりとふれ

あうイベントを、市民との協働により計画的に実

施し、みどりに関心を持つきっかけを様々な形で

設けます。 

 
 
 
②学校教育等と連携したみどりの学びの充実 

学校教育等との連携を図りながら、農作業体験

や自然学習等を通じ、多くの子どもたちが里山の

豊かさを将来まで感じられるようにしていきます。 

 

 

 

 

 

 

③みどりに親しむ拠点づくり 

八国山たいけんの里を、みどりの学びの中核に位

置づけ活用を図ります。 

また、市内の公園や緑地等における雑木林は、ワ

ークショップや自然観察会等のイベント等での活

用を図ります。 

 

  

都立八国山緑地での自然観察会 

都立東村山中央公園で開催される春の緑の祭典 

秋津ちろりん村での小学生による収穫体験 
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3-2 多様な主体との協働を進めよう 

東村山市には、みどりに親しみ、みどりの保全や緑化に積極的に取り組む人々が多くおり、

これまで様々な活動を力強く進めてきました。こうした市民や市民団体のさらなる発展を

支援する体制づくりに努めます。 

さらに、国や東京都、周辺自治体や関係部署との連携を深め、多様な主体との協働を進め

ていきます。 

3-2 施策一覧 

３-２-１ 

市民・市民団体、民間事業者との連携・協力 
①市民・市民団体との連携・協力 

②事業者との連携・協力 

③みどりの担い手との連携・協力 

３-２-２ 国や東京都、庁内の横断的な連携・協力 

 
3-2-1 市民・市民団体、民間事業者との連携・協力 

➀市民・市民団体との連携・協力 

地域での活動を担う市民や市民団体等の活動を支援するため、それぞれの意向に配慮し

ながら、団体相互の活動情報を共有できる仕組みや、市民活動をコーディネートする仕組み

づくりを検討します。 

 

②事業者との連携・協力 

指定管理者制度
*
等の既存制度とともに、公募設置管理制度（Park－PFI 制度）

*
など新た

な制度の活用等による公民連携を適切に進め、緑地や公園におけるイベントや啓発活動の

さらなる充実を検討します。 

 

③みどりの担い手との連携・協力 

みどりの担い手として、多様な市民団体や民間事業者が主体的に、それぞれの得意分野を

持ち寄り問題を解決していく活動を支援するとともに、民間主体を指定する緑地保全・緑化

推進法人制度（みどり法人制度
*
）の活用を必要に応じ検討します。 

 

3-2-2 国や東京都、庁内の横断的な連携・協力 

➀国や東京都、庁内の横断的な連携・協力 

みどりの取り組みについて、国や東京都、周辺自治体と連携・協力しながら進めます。ま

た、農地保全や防災、まちづくりなど、みどりとの関わりの深い分野について、本計画の進

行管理を通じ、庁内横断的な連携を図ります。 
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