
 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

86 

1 みどりの現状 

①緑被の状況 

平成 29 年撮影の航空写真による令和元年度の調査における町丁目別の緑被の状況は

以下の通りです。 

町丁目別緑被面積   

町丁目名称
丁目
面積

樹林地
面積(ha)

草地
面積(ha)

農地
面積(ha)

町丁目毎
緑被計(ha)

町丁目毎
緑被率(%)

栄町一丁目 32.0 2.4 0.4 0.7 3.5 10.9

栄町二丁目 19.0 1.2 0.0 0.0 1.2 6.3

栄町三丁目 28.0 3.5 0.7 0.0 4.2 15.0

恩多町一丁目 46.0 4.9 1.3 6.5 12.7 27.6

恩多町二丁目 35.0 1.2 0.4 6.9 8.5 24.3

恩多町三丁目 35.0 4.7 0.7 4.0 9.4 26.9

恩多町四丁目 42.0 2.9 0.2 11.6 14.7 35.0

恩多町五丁目 42.0 4.5 0.4 5.4 10.3 24.5

廻田町一丁目 19.0 1.1 0.5 3.4 5.0 26.3

廻田町二丁目 18.0 1.2 0.3 1.5 3.0 16.7

廻田町三丁目 22.0 2.5 1.2 0.9 4.6 20.9

廻田町四丁目 20.0 1.8 1.0 3.6 6.4 32.0

久米川町一丁目 51.0 2.4 0.4 14.4 17.2 33.7

久米川町二丁目 47.0 2.3 0.8 11.4 14.5 30.9

久米川町三丁目 40.0 3.1 0.5 8.9 12.5 31.3

久米川町四丁目 40.0 2.5 0.7 4.0 7.2 18.0

久米川町五丁目 32.0 2.5 1.6 0.8 4.9 15.3

秋津町一丁目 32.0 0.9 0.2 7.9 9.0 28.1

秋津町二丁目 41.0 1.1 0.5 6.1 7.7 18.8

秋津町三丁目 43.0 2.8 0.5 5.9 9.2 21.4

秋津町四丁目 42.0 2.7 2.5 2.3 7.5 17.9

秋津町五丁目 42.0 3.7 0.8 2.0 6.5 15.5

諏訪町一丁目 24.0 2.1 0.3 0.5 2.9 12.1

諏訪町二丁目 28.0 7.1 0.9 0.8 8.8 31.4

諏訪町三丁目 38.0 31.9 1.2 0.2 33.3 87.6

青葉町一丁目 45.0 11.3 1.3 4.1 16.7 37.1

青葉町二丁目 43.0 5.0 0.6 0.9 6.5 15.1

青葉町三丁目 34.0 4.0 0.2 1.3 5.5 16.2

青葉町四丁目 38.0 19.0 4.3 0.4 23.7 62.4

多摩湖町一丁目 23.0 2.2 0.8 5.7 8.7 37.8

多摩湖町二丁目 25.0 10.7 3.4 0.6 14.7 58.8

多摩湖町三丁目 24.0 4.2 4.5 0.1 8.8 36.7

多摩湖町四丁目 24.0 4.9 1.9 0.0 6.8 28.3

萩山町一丁目 42.0 9.8 2.1 0.5 12.4 29.5

萩山町二丁目 20.0 2.4 0.6 0.2 3.2 16.0

萩山町三丁目 29.0 4.7 0.8 0.3 5.8 20.0

萩山町四丁目 14.0 1.1 0.1 0.0 1.2 8.6

萩山町五丁目 47.0 10.8 4.1 0.1 15.0 31.9

美住町一丁目 33.0 5.2 1.4 0.2 6.8 20.6

美住町二丁目 60.0 3.8 6.5 3.8 14.1 23.5

富士見町一丁目 40.0 5.6 1.2 0.0 6.8 17.0

富士見町二丁目 27.0 2.7 0.7 0.4 3.8 14.1

富士見町三丁目 29.0 1.5 0.6 0.7 2.8 9.7

富士見町四丁目 18.0 0.6 0.4 1.4 2.4 13.3

富士見町五丁目 31.0 10.8 4.8 0.0 15.6 50.3

本町一丁目 24.0 1.2 1.3 0.9 3.4 14.2

本町二丁目 18.0 0.7 0.1 0.1 0.9 5.0

本町三丁目 19.0 0.8 0.1 0.7 1.6 8.4

本町四丁目 22.0 2.5 0.5 0.4 3.4 15.5

野口町一丁目 29.0 1.4 0.1 1.6 3.1 10.7

野口町二丁目 34.0 2.5 2.9 2.9 8.3 24.4

野口町三丁目 34.0 1.7 0.8 5.9 8.4 24.7

野口町四丁目 34.0 4.8 1.9 9.2 15.9 46.8

分類毎緑被計 1,714.0 232.9 66.0 152.1 451.0 26.3

分類毎緑被率 - 13.6% 3.9% 8.9% 26.3%
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調 整

　　 　緑　地　種　別 箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

面積
(ha)

街 区 公 園 13 2.85 0.19 13 2.85 0.19 0.00

近 隣 公 園 2 1.51 0.10 2 1.51 0.10 0.00

総 合 公 園 2 15.00 0.99 2 15.00 0.99 0.00

運 動 公 園 1 4.60 0.30 1 4.60 0.30 0.00

18 23.96 1.59 18 23.96 1.59 0.00

1 31.40 2.08 1 31.40 2.08 0.00

3 38.68 2.56 4 52.38 3.47 13.70

1 2.76 0.18 1 2.76 0.18 0.00

5 72.84 4.82 6 86.54 5.73 13.70

22 65.40 4.33 23 79.10 5.24 13.70

12 2.47 0.16 12 2.47 0.16 0.00

8 2.63 0.17 8 2.63 0.17 0.00

19 1.40 0.09 19 1.40 0.09 0.00

119 5.34 0.35 119 5.34 0.35 0.00

8 1.31 0.09 8 1.31 0.09 0.00

24 21.79 1.44 24 21.79 1.44 0.00

3 0.88 0.06 3 0.88 0.06 0.00

193 35.82 2.37 193 35.82 2.37 0.00

5 42.78 2.83 5 42.78 2.83 0.00

198 78.60 5.20 198 78.60 5.20 0.00

221 175.40 11.62 221 189.10 12.52 13.70

1 1.04 0.07 1 1.04 0.07 0.00

4 1.18 0.08 4 1.18 0.08 0.00

2 4.66 0.31 2 4.66 0.31 0.00

30 5.15 0.34 31 5.34 0.35 0.18

6 1.97 0.13 6 1.97 0.13 0.00

1 0.18 0.01 1 0.18 0.01 0.00

44 14.18 0.94 45 14.36 0.95 0.18

(0.55) (0.73) (0.18)

264 157.63 10.44 266 171.33 11.35 13.70

0 0.00 0.00 1 21.00 1.39 21.00

1 56.00 3.71 1 56.00 3.71 0.00

327 123.46 8.18 327 123.46 8.18 0.00

2 16.70 1.11 2 16.70 1.11 0.00

330 196.16 12.99 331 217.16 14.38 21.00

1 1.85 0.12 1 1.85 0.12 0.00

2 3.20 0.21 2 3.20 0.21 0.00

31 8.26 0.55 31 8.26 0.55 0.00

34 13.31 0.88 34 13.31 0.88 0.00

364 209.47 13.87 365 230.47 15.26 21.00

(2.42) (2.42) 0.00

364 207.05 13.71 365 228.05 15.10 21.00

(41.15) (54.85) (13.70)

628 323.53 21.43 631 344.53 22.82 21.00

151 千人

151 千人

1,696 ha

1,714 ha

19.08 ％

20.10 ％

5.24 ㎡/人

12.52 ㎡/人

※各緑地面積の数値は㎡単位で集計し、四捨五入により算出しています。

都 市 公 園 等 の 目 標 水 準
（ 住 民 一 人 当 り 面 積 ） 都市公園等

都市公園

緑 地 の 確 保 目 標 水 準
市街地面積に対する割合

都市計画区域面積に対する割合

面 積
都市計画区域(市域)面積

現在市街地面積

人 口
都市計画区域人口

現在市街地人口

条 例 に 基 づ く 地 域 制 緑 地

地 域 制 緑 地 計

地 域 制 緑 地 間 重 複

地 域 制 緑 地 計

施 設 ・ 地 域 制 間 の 重 複

緑 地 総 計

生 産 緑 地 地 区

一 級 河 川

法 に 基 づ く 地 域 制 緑 地 計

都 歴 史 環 境 保 全 地 域

都 緑 地 保 全 地 域

緑 地 保 護 区 域

民 間 ト ラ ス ト 地

民 間 施 設 緑 地 計

施 設 緑 地 間 重 複

施 設 緑 地 計

近 郊 緑 地 保 全 区 域

風 致 地 区

都 市 公 園 等 計 （ 墓 園 含 む ）

民 設 公 園 、 P-PFI 公 園

公団・公社等が設置する住宅内の公園

民 間 教 育 施 設 の グ ラウ ン ド （ 公 開 ）

社 寺 境 内 地

体 験 農 園

運 動 場

公 立 学 校 の グ ラ ウ ン ド

市 民 農 園

公 園 に 準 ず る 機 能

公 共 施 設 の 植 栽 地

公 共 施 設 緑 地 計

特 殊 公 園 ・ 緑 地 等 計

都 市 公 園 計 （ 墓 園 除 く ）

公 共 緑 地

公 共 緑 道

児 童 遊 園

仲 よ し 広 場

住区基幹公園

都市基幹公園

基 幹 公 園 計

墓 園

都 市 緑 地

緑 道

整 備 量

㎡/人

整 備 量

㎡/人

市 街 化 区 域 都 市 計 画 区 域

緑 地 現 況 値

（ 令 和 2 年 3 月 31 日 現 在 ）

②緑地現況一覧表 

  令和２年３月３１日現在の緑地の状況は以下の通りです。 

緑地現況一覧表 
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2 東村山市みどりの基本計画改定の経緯 

計画改定の経緯は以下の通りです。 

 

  改定の経緯 

 

  

 
年月 項目 内容等 

令
和
元
年
度
（
２
０
１
９
年
度
） 

2019.6.21 
東村山市みどりの基礎調
査開始 

・緑被調査、緑地調査等、みどりの基礎

調査の開始 

2019.7～ 
2020.3.26 

東村山市みどりの基本計
画 2011 施策評価 

（※P99 参照） 

2019.7.26 
第１回 市民公募委員 
ワークショップ 

・みどりの基本計画とは 

・本年度の検討予定 

2019.8～
2020.1 

緑地保護区域所有者ヒア
リング 

（※P95 参照） 

2019.9.6 
第２回 市民公募委員 
ワークショップ 

・みどりの基礎調査中間報告 

・【議論テーマ１】 

東村山の里山について 

（※P90 参照） 

2019.11.27 
第３回 市民公募委員 
ワークショップ 

・【議論テーマ２】 

東村山の農地のあり方について 

・【議論テーマ３】身近な公園や住宅の

みどりなど市街地のみどりについて 

（※P90 参照） 

2019.12.18 第２回 緑化審議会 

・みどりの基本計画の改定について 

・緑地保護区域所有者へのヒアリング

について 

2020.1.21 
第４回 市民公募委員 
ワークショップ 

・【議論テーマ４】東村山の生物多様性

を守ることについて 

（※P92 参照） 

2020.1.28 第３回 緑化審議会 

・東村山市みどりの基本計画の改定に

ついて（諮問） 
・緑地保護区域の管理状況について

（現地視察・審査） 

2020.3 

第５回 市民公募委員 
ワークショップ（新型コ
ロナウィルスの感染拡大
防止のため中止） 

・東村山市みどりの基本計画基礎調査

報告書について 

（書面による意見収集） 

2020.3.31 
東村山市みどりの基礎調
査完了 
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 年月 項目 内容等 

令
和
２
年
度
（
２
０
２
０
年
度
） 

2020.4 
第１回 緑化審議会（新
型コロナウィルスの感染
拡大防止のため延期） 

・東村山市みどりの基本計画基礎調査

報告書について 

（書面による意見収集） 

2020.7.17～
8.5 

庁内調査 
・基本理念や方針及び施策体系案に対

する各課意見の収集 

2020.7.28 
第 1 回 市民公募委員 
ワークショップ 

・【議論】東村山市みどりの基本計画基

本理念について（※P93 参照） 

2020.8.31 第 1 回 緑化審議会 

・みどりの基本計画の改定について 

・検討スケジュール 

・東村山市みどりの基本計画 基礎調

査報告書の概要 

・東村山市みどりの基本計画 検討資

料（案） 

2020.9.4 環境行政推進本部（庁内） 

・検討スケジュール 

・東村山市みどりの基本計画 基礎調

査報告書の概要 

・東村山市みどりの基本計画 検討資

料（案） 

・環境基本計画との整合性について 

2020.9.10～ 
9.11 

関係各課ヒアリング ・施策案について 

2020.10.9 
第 2 回 市民公募委員 
ワークショップ 

・【議論テーマ 5】市民協働のあり方に

ついて（※P94 参照） 

2020.11.18 
第 3 回 市民公募委員 
ワークショップ 

・東村山市緑の基本計画（素案）につ
いて 

2020.11.24 環境行政推進本部（庁内） 

・素案への前回意見の反映について 

・東村山市みどりの基本計画（素案）に

ついて 

2020.11.19～
11.30 

第４回 市民公募委員 
ワークショップ（新型コ
ロナウィルスの感染拡大
防止のため中止） 

・東村山市みどりの基本計画 2021（素

案）について（書面による意見収集） 

2020.12.1～
12.10 

関係各課確認 
・東村山市みどりの基本計画 2021（素

案）の記載内容確認 

2020.12.14 第 2 回 緑化審議会 
・東村山市みどりの基本計画 2021（素

案）について 

2020.12.15 東京都事前協議  

2021.1.12～ 
2021.2.1 

パブリックコメント  

〃 緑化審議会委員 意見募集 
・東村山市みどりの基本計画 2021（素

案）について（書面による意見収集） 

2021.2.19 第３回 緑化審議会 
・東村山市みどりの基本計画の改定に

ついて（答申） 

2021.3 東京都本協議  

 
2021.3 計画の策定・公表  
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◇市民公募委員ワークショップで発行した通信 

ワークショップ形式により議論した内容については、みどりの未来ミーティング通信と

してとりまとめました。 

 （令和元年度 第２回）テーマ：東村山の里山について考えよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （令和元年度 第３回）テーマ：都市の農地のあり方について考えよう／ 

身近な公園や住宅のみどりなど市街地のみどりについて考えよう 
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（令和元年度 第４回）テーマ：東村山市の生物多様性を守ることについて考えよう 
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 （令和２年度 第１回）テーマ：計画の基本理念について考えよう 
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 （令和２年度 第２回）テーマ：市民協働について考えよう  
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◇緑地保護区域所有者ヒアリング結果 

市条例で指定する緑地保護区域所有者に直接ヒアリングを行い、困りごとや今後の意向

等について整理しました。 

ヒアリングの概要 

期間：2019 年 8 月～2020 年 1 月 

対象者数：32 名（訪問 27 件＋電話 5 件） 

回答者内訳：所有者本人 20 件、代理（家族等）12 件 

       

【参考】緑地保護区域とは 

 東村山市緑の保護と育成に関する条例に基づき、300 ㎡以上の雑木林を保護区域に

指定しています。固定資産税、都市計画税の減免を行い、所有者の経済負担を軽減し

ています。 

●緑地保護区域の指定状況＝31 箇所 88,409.1 ㎡（平成 31 年 3 月末日時点） 

 

－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－◆－ 

 

設問 1 緑地保護区域の維持管理を行っていますか？ 

・いる 30 件   

・いない 2 件 

 

  

設問 2 どのような管理方法をしていますか？※重複あり 

・下草刈 24 件   

・落ち葉はき 12 件  

・まびき 5 件  

・枝切り 23 件   

・その他 7 件     更新のための胴切り 1 件 

ゴミ掃除 1 件 

台風被害での伐採・倒木処理 2 件 

植生調査 1 件 

竹の伐採・粉砕 1 件 

除草剤の散布 1 件 

 

【傾向】 

落ち葉を堆肥として利用している所有者は落ち葉掃きと下草刈をセットで行っ

ており、緑地の管理を定期的に行っていた。落葉を活用していない緑地の所有者

（相続後の世代）は下草刈と枝切りを苦情対策として行っているようだった。 

 

いる 94% 

いない 6% 

下草刈 
34% 

枝切り 32% 

落ち葉 
はき 
17% 

まびき 
7% 

その他 10% 
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設問 3 どの位の頻度で実施していますか？ 

・苦情等があった時に不定期に（年 1 回未満） 7 件    

・年に 1 回 12 件   

・年に 1～2 回 6 件   

・年に 3、4 回もしくはそれ以上 5 件  

・管理していない 2 件 

 

【傾向】 

   緑地の利用の有無にかかわらず、ほとんどが年に

1 回か 2 回の管理を行っていた。また、苦情があっ

た時のみ対応をしている所有者が 4 分の 1 程度であ

った。さらに、定期的な作業は下草刈りと落ち葉掃

きがほとんどで、枝切り等は数年に 1 回程度という

回答がほとんどだった。 

 

 

 

 

 

 

設問 4 維持管理は主に誰が行っていますか？※重複あり 

・所有者本人（家族含む） 25 件    

・業者 16 件 

・近隣住民等 5 件  

 

【傾向】 

   下草刈りや落ち葉掃きは所有者や家族で行い、枝

切り等は業者に委託するという回答がほとんどだ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦情等 
があった 
時に不 
定期に 
（年１回 
未満） 
22% 

年に１回 
37% 

年に１～ 
２回 
19% 

年に３、 
４回もしく 
はそれ 
以上 

16% 

管理して 
いない 

6% 

所有者 
本人 
（家族 
含む） 
54% 

業者 
35% 

近隣住 
民等 11% 
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設問 5 維持管理にかける費用はおよそ年間でいくらですか？ 

・伐採で 20 万円かかった。 

・大木が折れた際はクレーン車などで計 100 万ほど。 

・高木剪定を何年か前にやったときは数百万円かかった。 

・枝切りを業者に委託したところ 2～3 本で 20～30 万円かかった。 

・年 2 回の剪定作業で 40～50 万かかった。 

・通常だと年間に 10 万円くらい。高木になると 1 本だけで 7 万円ほどかかったこともあ

った。 

・平成 18 年に 62 万円。22 年に 170～180 万円。30 年に 50～60 万円かかった。 

・以前業者が入ったときは数十万かかった。 

・樹木医診断と剪定をセットで依頼したときは百何十万円かかった。 

・(緑地保護区域
*
でない)境内とセットで 200 万円かかった。 

・業者に依頼して 30 万円かかった。 

・台風の被害では 1 本 10 万円、業者に頼んだ時は何十万円かかった。 

【傾向】 

費用をかける（＝業者に委託をして行う）作業は苦情対応がほとんどだった。

金銭的な負担を強く感じている所有者が多かった。  

 

設問 6 維持管理をしていて困っていること・負担に感じていることは？ 

・不法投棄をされてしまう。（14 件） ・近隣からの苦情が多い。(11 件) 

・手入れが手間。(6 件)        ・竹（シノ）の処理が大変。(7 件) 

・台風の被害。(3 件)         ・高木化していて手に負えない。(3 件) 

・電線があり管理が難しい。(3 件)   ・日当たりが悪い。(2 件) 

・子どもが入ってきてしまう。(2 件)   ・人手不足。 

・管理を知人に任せきりでわからない。 ・猫のたまり場になっている。  

・維持管理にお金がかかる。      ・緑地が通り道になってしまっている。 

・木が倒れて遊歩道の柵を壊してしまった。 ・カラスに巣をつくられる。 

 

【傾向】 

緑地を農業等で活用し、家族ぐるみで管理を行っている所有者は困りごとが少

なかった。住宅地の中に緑地を所有している方や、相続後の世代は困りごとや負

担感が多い傾向にあった。 

 

設問 7 維持管理を行っていない理由は？ 

・屋敷林ととらえており、綺麗にするとひとが入ってきてしまう。 

・父が、手が空いている時に下草刈りや、手の届く高さの枝は処理を行っていたが、高

齢となり最近は定期的な管理は行えていない。娘夫婦は共働きの為、手に余している

状態。 

・所有者だけで管理しているため手が回らない 
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設問 8 緑地の今後についての考えや、市への要望はありますか？※重複あり 

（１）緑地の今後 

・今後も緑地として継続していく。           14 件 

・今は管理をしているが相続時に売却を検討。 15 件 

（内 8 件は市の買い取りを希望。1 件は相続処理中。）  

・その他（考えていない、不明、樹種変更を希望、 

農地にしたい等）               4 件 

 

（２）市への要望事項 

・市が緑地として買い取ってほしい。（8 件） 

・歴史環境保全地域
*
に指定をされれば、都費で管理がされるのに、市の緑地保護区域

*
に

指定されても管理面で補助などがないのはおかしい、市に土地を貸す形で管理してほし

い、緑地公園・防災公園として市に管理してもらいたい（空堀川沿い）。（他、管理費

の補助・全額市負担の要望 8 件） 

・不法投棄は市で回収する取り決めが、10～15 年前はあったように思う。ゴミが捨てら

れて、お金もかかるし、マイナスなことばかり。（他、不法投棄に関する対応要 6 件） 

・緑を保護していきたい。保護してほしい。緑保区を生産緑地に転用するなど、緑地を

残せる施策をお願いしたい。 (4 件) 

・市民の方の理解がほしい。市でも緑地保護区域
*
に指定し、緑を残してほしいという地

区にしている旨を広く知らせてほしい。(3 件) 

・遊歩道を作って、市民が利用できるようにしてほしい。 

・シルバーやボランティアに落ち葉掃きを依頼したい。 

・相続時の税の減免措置がないと山林から売却せざるを得ない。 

・都は売却時に声を掛けてと言っている。市からも買い取りの提案があってしかるべき。 

・剪定した枝などの処分方法のアドバイス、手助け、減免等があるとよい。（他、発生

材の処分についての減免等の要望 2 件） 

・市には近隣からの苦情の間に入ってほしい。 

・市から剪定等の依頼をされることがあるが、一度にまとめて依頼してほしい。 

・適正な管理がされていないという理由で、減免が 10 割でなかった年があるが、現場

の状況だけで判断されてしまい、隣地のひとと作業をする約束をしている事情までは

見てくれない。 

 
  

緑地を 
継続 
42% 

売却を 
検討 
46% 

その他 
12% 
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◇東村山市みどりの基本計画 2011施策評価（概要） 

現行計画における基本目標、重点施策、実施施策について実施した内容及び見直しの方向

性を整理しました。概要について下表にまとめます。 

＜基本目標＞ 

基本 

目標 
目的・概要など 実施内容 

実施評価と 

見直しの方向性 

緑 被 率 の

現 状 を 守

り 育 て 維

持します 

緑被率（市域面積のうち樹林

地・草地・農地を合わせた緑

地面積の割合）31.8％の現状

を守り育て維持していきま

す。 

緑地保全基金を活用した多摩湖

緑地の公有地化や、緑地保護区域

所有者への固定資産税・都市計画

税の減免による負担軽減、生垣造

成の補助等の取り組みのほか、八

国山緑地・狭山緑地の保護強化に

おける都と連携した取り組みや、

宅地開発指導要綱等による開発

時の緑化保全の指導をおこなっ

てまいりました。しかし、緑被率

は 26.3％と、5.5 ポイント減少し

ました。 

緑被率を維持することはで

きませんでした。改定計画で

は、緑被率の減少要因の分析

のもと、みどりの保全や緑化

策を検討し、適切な目標を設

定します。 

緑 地 の 公

有 地 化 面

積 を 増 や

します 

せせらぎの郷多摩湖緑地、北

山公園の緑地の公有地化面

積は、現在 3.81ha ですが、都

市計画公園・緑地の計画的な

事業化として、緑地の公有地

化を推進します。 

多摩湖緑地については、平成29年

度までに取得予定 1.5ha のうち約

1.3ha を取得しました。生産緑地に

指定されている残地の取得交渉

を今後も継続します。また、平成

30 年度には管理用地柵及び散策

路の整備工事を実施し、平成31年

4 月には都市計画緑地として一部

供用を開始しました。また、北山

公園については、平成 22～24 年

度にかけて約 0.24ha の用地を取

得しました。引き続き公有地化に

向けて、平成 30～34 年度まで都

市計画事業認可を延伸し、用地取

得に努めています。このほかに、

淵の森緑地の用地を約 960 ㎡取

得し、公有地化面積を増やすこと

ができました。 

公有地化を積極的に実施し、

保全されたみどりを増やす

ことができました。今後も効

果的なみどりの保全を進め

るため、重要な緑地を把握

し、計画に位置づけ、緑地の

状況に応じた、計画的な保全

方策を検討します。 

下 水 道 水

洗化率(接

続率）を高

めます 

平成 7 年度末に公共下水道整

備が完了しており、市全域で

水洗化が可能になっていま

すが、下水道へ未接続となっ

ている家庭、事業者があり、

市民の生活環境の改善や公

共用水域の水質改善の観点

から下水道水洗化率（接続

率）を 98.5％から 99.0％に高

めます 

令和 2 年 1 月末時点の下水道水洗

化率（接続率）は 99.2％となり、

目標値を達成しました。 

残り 610 世帯（浄化槽 489 世帯、

汲み取り 121 世帯）あり。 

目標値に対して 0.2%上回っ

たが、0.1％あげるのに約 4 年

間を要しました。 

R2 年度より、残り世帯に対し

て調査及び接続を促す通知

を５か年かけて実施する予

定ですが、目標値について

は、前回ほどの伸び率が期待

できるかは不明であり、適切

な目標値を設定します。 
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基本 

目標 
目的・概要など 実施内容 

実施評価と 

見直しの方向性 

多面的機

能を活か

して農地

を保全し

ます 

農地の状況を把握し、農業者

と市民の協働による、農地保

全を検討し利用を進めると

ともに、景観の維持向上や防

災機能等、農地の理解のため

に、市民への意識啓発、PR を

図ります。 

東村山市の農地は年々減少傾向

にあり、平成 20 年には約 181.1 

ha あった農地面積は、平成 30 年

には約 154.1ha と約 15％減少し

ています。 

都市農地を維持及び保全する取

り組みとしては、東京都や市の補

助事業により、農業用施設等の補

助や、老木化した樹木（梨）の改

植を進めるなど、市内農家の生産

機能の向上を図りました。 

また、防災兼用農業用井戸等の設

置、土砂流出防止のための土留め

フェンスの設置等を進め、地域住

民に対して都市農業に対する理

解醸成を図りました。 

依然として農地面積の減少

傾向は継続しており、引き続

き地域住民に対して都市農

業に対する理解醸成を図る

事業を実施するだけでなく、

農業経営体に対する支援策

を充実させる必要がありま

す。 

令和 2 年度から、認定農業者

に次ぐ新たな東村山市農業

の中心的な担い手となる「認

証農業者」制度を市独自に創

設し、農業用設備等に対する

支援を行う予定です。市とし

ても営農意欲の高い農業者

に対しては積極的に支援を

行い、もって東村山市農業の

振興、都市農地の保全につな

げていきます。 

都市公園
*

等の再整

備を推進

します 

都市公園
*
等の再整備として、

トイレ等の整備、ユニバーサ

ルデザインの導入を推進す

るとともに、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

ために、市民や事業者が、公

園の整備に参加することが

できるしくみづくりを進め

ます。 

利用者のニーズや地域の現状に

合った公園緑地等の整備・運営を

していくために、市民団体や市民

ボランティアの会等と外来種防

除に関する協定や管理業務に関

する協定等を締結し、市民の皆さ

んが公園緑地等の整備に参加す

ることができる仕組みづくりを

進めています。 

都市公園
*
等の再整備として、

トイレ等の整備、ユニバーサ

ルデザインの導入、「東村山

市公共の緑の植生管理のガ

イドライン」に基づいた、植

栽の適切な管理を引き続き

進めていきます。 

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

直しながらの再整備を進め

るとともに、市民や市民団体

等との協定の締結など地域

との連携や、民間事業者のノ

ウハウの活用等により公園

の施設機能の充実や有効活

用を図ります。 

学校の緑

化を推進

します 

児童･生徒の教育学習の場と

してだけでなく、地域のオー

プンスペース
*
や防災活動の

拠点としても重要な学校の

緑化を推進します。 

学校の緑化について、施工方法や

維持管理手法については、平成 27

年度に全校を対象に樹木調査を

実施、平成 28 年度にこの調査結

果及び緑化審議会の意見を踏ま

え策定した「東村山市公共の緑の

植生管理のガイドライン」に則り

学校からの近隣苦情・要望により

危険樹木・越境樹木の剪定伐採等

の植栽管理を行っています。 

市内小中学校 22 校の、桜に

ついては樹齢 50 年以上を経

過し、台風等の強風により倒

木等の危険が生じる可能性

もあると認識しています。学

校との連携を図りつつ、「東

村山市公共の緑の植生管理

のガイドライン」に則り、樹

木の世代交代も含め、適切な

維持管理を進めていきます。 

 



 

101 

 
基本 

目標 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

全小中学校

の樹木・草

花をみんな

で育ててい

きます 

学校は東村山のみどりを守り

育てる次世代を育む場所とし

て、全小中学校の樹木・草花を

みんなで育てていきます。 

市内小・中学校では、環境学習の

一環として、校内の理科園や花壇

の整備を通して、児童・生徒に生

命の尊さを考えさせる機会を設け

ています。特に、人権擁護委員会

「人権の花」の取り組みでは、児

童が年間を通して草花を育てる活

動を実施しており、人権尊重の精

神を培っています。 

学校施設内の樹木や草花の整

備は、児童・生徒の豊かな心を

培ううえで大変重要な取り組

みと考えていますが、継続的

な維持・管理を担う人材が不

足しており、その充実を図り

ます。 

都市計画道

路の整備に

合わせて街

路樹を整備

します 

都市計画道路の整備に合わせ

て街路樹、歩道植栽帯の効果

的な整備を推進するととも

に、沿道の緑化を推進し、みど

り豊かな都市空間のネットワ

ーク形成を促進します。 

平成 24 年 6 月 28 日に供用開始し

た東村山都市計画道路 3・4・11 号

保谷東村山線（都施行）に延長 470

ｍの植栽（低木：つつじ）の整備を

東京都において実施。 

令和元年 7 月 29 日に供用開始し

た東村山都市計画道路 3・4・27 号

東村山駅秋津線（市施行）に延長

735ｍの街路樹（コヒガンザクラ、

アマノガワ）及び植栽（低木：つつ

じ）の整備を実施。 

歩道等の植樹形式は、道路の幅員

構成、交通及び沿道条件、景観、環

境保全、緑陰形成、維持管理など

を勘案し、選定しています。 

左記 2 路線の供用開始によ

り、沿道の緑化を進めている

が、当市においては都市計画

道路の整備率が約 20％と未

だ低い状況にあり、基本目標

の考え方を引き継ぎ、引き続

き、現在施行中である都市計

画道路の整備を図るととも

に、沿道の緑化についても推

進し、みどりのネットワーク

を形成していきます。 

緑道・散歩

道を整備し

ます 

緑道・散歩道の整備を進める

安心して歩けるみどりのネッ

トワーク整備を進めます。 

多摩湖緑地の用地取得及び散策路

等の整備、淵の森緑地（対岸緑地

含む）の用地取得、北山公園を中

心とした生物多様性
*
の取り組み、

野火止用水の樹木管理、全生園の

緑の保全等、ネットワークの核と

なる部分の整備及びこの核を結ぶ

緑道、自転車歩行者道、河川、用

水、街路樹等の整備を進めてきま

した。 

緑道や散歩道は、市民が身近

にみどりとふれあうことがで

きる空間であるとともに、環

境保全や生物多様性
*
の保全

などの機能においても重要な

ものと考えています。 

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

維持管理及び活用の促進に努

めていきます。 

保存生垣
*
を

増やします 

人々が参加協力してつくる東

村山のみどりの環境のひとつ

として、市が指定する保存生

垣
*
を 3,471ｍから 4,000ｍに

増やします。 

緑化推進のため、生垣設置費の補

助を行っており、平成 30 年度より

補助費の増額と補助上限の撤廃を

行いました。しかし、保存生垣
*
は、

3,157.2ｍと、313.8ｍ減少しまし

た。 

保存生垣
*
を増やすことはで

きませんでした。しかし、東村

山 50 景にも指定される生垣

は武蔵野の原風景を伝える重

要な要素であるとともに、道

路に面した生垣 は、地震・火

災・防音などに役立つことか

ら、今後も補助制度を維持し、

生垣を増やす取り組みを進め

ていきます。 
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＜重点施策＞ 

重点 

施策 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

重点施策 1 

多摩湖緑地

公有地化 

せせらぎの郷多摩湖緑地は、「都

市計画多摩湖せせらぎ緑地」の計

画的な事業化として、みどりのネ

ットワーク化の「みどりの拠点」

と位置づけ、東村山市の里山の拠

点として整備を行い、保全・活用

を推進し、東村山の原風景「里山」

としての継承を図ります。 

多摩湖緑地については、平成 29

年度までに取得予定 1.5ha のうち

約 1.3ha を取得しました。生産緑

地に指定されている残地の取得

交渉を今後も継続します。また、

平成 30 年度には管理用地柵及び

散策路の整備工事を実施し、平成

31 年 4 月には都市計画緑地とし

て一部供用を開始しました。 

今後も、東村山の原風景「里山」

としての保全を継承し、誰もが

親しみ活用できる方法を検討

します。 

また、適切な維持管理・活用を

進めるため、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。 

重点施策 2 

北山公園用

地公有地化 

都市計画北山公園の計画的な事

業化として、公有地化の推進を図

り、北山公園全体の原風景として

継承できるように整備します。 

北山公園は、平成 22～24 年度に

かけて約 0.24ha の用地を取得し

ました。引き続き公有地化に向け

て、平成 30～34 年度まで都市計

画事業認可を延伸し、用地取得に

努めています。 

今後も、事業を継続するととも

に、北山公園全体の原風景を継

承し、誰もが親しみ活用できる

方法を検討します。 

重点施策 3 

野火止用水

植生管理

（若返り） 

野火止用水は、昭和 49 年に「東

京都野火止用水歴史環境保全地

域」に指定され、平成 19 年度に

東村山市に譲与され用水敷きの

樹木を管理していますが、高木化

等による日照・落葉等及び災害防

止のための樹木の伐採･補植等の

植生管理等が必要であり、「樹木

の若返り」を図り、水とみどりの

市民の憩いの場としての提供、み

どりのネットワークとしての一

翼を担います。 

野火止用水植生管理（若返り）は、

平成 24 年度～27 年度にかけて

萌芽更新作業を実施した。また、

平成 27 年度・31 年度に樹木の健

全度調査を行い、倒木の危険があ

る樹木の伐採を進めています。 

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を計

画的に進めていきます。また、

洗堀
*
が進み倒木の恐れのある

個所も増えており、護岸の整

備・安全対策を検討していきま

す。 

重点施策 4 

農地の保全

と活用 

生産緑地地区
*
の追加指定を進

め、農地の肥培管理を徹底して、

生産緑地の保全を図るとともに、

制度や運用について研究し改善

を進めます。また、農地の状況を

把握し、農業者と市民の協働によ

る、農地保全を検討し利用を進め

るとともに、景観の維持向上や防

災機能等、農地の理解のために、

市民への意識啓発、PR を図りま

す。担い手の育成・確保のために、

農家と援農ボランティアの交流

を進め、援農組織体制をつくりま

す。 

東村山市の農地は、年々減少傾向

にあり、平成 20 年の農地面積は

約 181.1 ha（うち 146.8ha が生産

緑地）であったが、平成 30 年の

農 地 面 積 は 約 154.1ha （ う ち

129.4ha が生産緑地）となってい

ます。（東京都農業会議資料より） 

都市農地を維持及び保全する取

り組みとしては、市の補助事業に

よる農業用施設や資材等の補助、

さらに東京都の補助事業を活用

した農業用施設等の補助や、老木

化した樹木（梨）の改植を進める

など、市内農家の生産機能の向上

を図りました。また、防災兼用農

業用井戸の設置、土砂流出防止の

ための土留めフェンスの設置等

を進め、地域住民に対して都市農

業に対する理解醸成を図りまし

た。 

依然として農地面積の減少傾

向は継続しており、引き続き地

域住民に対して都市農業に対

する理解醸成を図る事業を実

施するだけでなく、農業経営体

に対する支援策を充実させる

必要があります。 

令和 2 年度から、認定農業者に

次ぐ新たな東村山市農業の中

心的な担い手となる「認証農業

者」制度を市独自に創設し、農

業用設備等に対する支援を行

う予定です。市としても営農意

欲の高い農業者に対しては積

極的に支援を行い、もって東村

山市農業の振興、都市農地の保

全につなげていきます。 

（基本目標と共通） 
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重点 

施策 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

重点施策 5 

都市公園等
*
の整備 

様々なひとが公園を利用で

きるよう、憩いの場、防災拠

点、自然環境、景観形成、健

康づくり、子育てなど多様な

観点から、それぞれの特性に

合わせた公園の整備、維持・

管理を進めます。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

をしていくために、近隣住民

をはじめとした市民や事業

者が、公園の整備に参加する

ことができるしくみづくり

を進めます。 

利用者のニーズや地域の現状に合

った公園緑地等の整備・運営をし

ていくために、市民団体や市民ボ

ランティアの会等と外来種防除に

関する協定や管理業務に関する協

定等を締結し、市民の皆さんが公

園緑地等の整備に参加することが

できる仕組みづくりを進めていま

す。 

  

都市公園
*
等の再整備として、トイ

レ等の整備、ユニバーサルデザイ

ンの導入、「東村山市公共の緑の

植生管理のガイドライン」に基づ

いた、植栽の適切な管理を引き続

き進めていきます。 

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

進めるとともに、市民や市民団体

等との協定の締結など地域との

連携や、民間事業者のノウハウの

活用等により公園の施設機能の

充実や有効活用を図ります。（基

本目標と共通） 

重点施策 6 

みどりの学

校づくり 

東村山のみどりを守り育て

る次世代を育む場所として、

様々な環境教育を進めると

ともに、みどりの施工方法や

維持管理手法の検討、保護者

や地域住民の活動の調整な

ど各学校の特性に応じた緑

化を進めるための市の体制

を整備し、みどりの学校づく

りを進めます。 

学校の緑化について、施工方法や

維持管理手法については、平成 27

年度に全校を対象に樹木調査を実

施、平成 28 年度にこの調査結果及

び緑化審議会の意見を踏まえ策定

した「東村山市公共の緑の植生管

理のガイドライン」に則り学校か

らの近隣苦情・要望により危険樹

木・越境樹木の剪定伐採等の植栽

管理を行っています。 

市内小中学校 22 校の、桜につい

ては樹齢 50 年以上を経過し、台

風等の強風により倒木等の危険

が生じる可能性もあると認識し

ています。学校との連携を図りつ

つ、「東村山市公共の緑の植生管

理のガイドライン」に則り、樹木

の世代交代も含め、適切な維持管

理を進めていきます。（基本目標

と共通） 

重点施策 7 

水とみどり

のネットワ

ークの策定 

市内公共緑地等の緑地(公園・

緑地・水辺・緑道）等の拠点

を結び、みどりのネットワー

ク化の推進を図ります。 

多摩湖緑地の用地取得及び整備、

淵の森緑地（対岸緑地含む）の用

地取得、北山公園を中心とした生

物多様性
*
の取り組み、野火止用水

の樹木管理、全生園の緑の保全等、

ネットワークの核となる部分の整

備及びこの核を結ぶ緑道、自転車

歩行者道、河川、用水、街路樹等

の整備を進めてきました。 

緑道や散歩道は、市民が身近にみ

どりとふれあうことができる空

間であるとともに、環境保全や生

物多様性
*
の保全などの機能にお

いても重要なものと考えていま

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

び活用の促進に努めていきます。

（基本目標と共通） 
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重点 

施策 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

重点施策 8 

全生園の緑

の保全 

「人権の森構想」推進活動を通

じ、約 3 万本の樹木を有する

国立療養所多磨全生園の豊か

なみどりを保全していきま

す。 

「人権の森」構想推進事業のうち、多

磨全生園へ足を運んでいただくこと

や、将来の緑の保全を目的の一環と

して、平成 17 年度から清掃ボランテ

ィアを継続して開催しています。 

このほかにも、平成 27 年度から語り

部講演会（年 2 回開催。平成 28 年度

からは 2 回開催のうち 1 回は市外で

開催）と散策ツアーを、平成 28 年度

から多磨全生園を学ぶ講座を開催し

ています。また平成 27 年度からは東

京都の主催する「ヒューマンライツ

フェスタ東京」へも参加しています。

なお多磨全生園が東京 2020 オリン

ピックの聖火リレーコース及びセレ

ブレーション会場にも決定したこと

からも、今後も幅広く普及啓発を行

っていきます。 

平成 30 年度から、市、多磨全生

園、入所者自治会の 3 者による

意見交換会が開催され、現在年

度内に 2 回程度の頻度で開催し

ています。 

令和元年度に災害協定を締結

し、今後具体的な内容の協議や、

地域開放に向けた話し合いを継

続しながら「人権の森」構想を

推進していきます。 

重点施策 9 

生垣モデル

地域の推進 

市内には景観的に優れた生垣

が多く存在していますが、維

持管理に多くの手間が掛かる

ことから減少傾向にありま

す。今後も市街地における「み

どり」としての役割の重要性

は計りしれません。｢生垣モデ

ル地区」の推進にあたり、地域

的・景観的に適切な地域を選

択し、住民・地域自治会等の協

力を得ながら「生垣モデル地

域」の指定を図ります。 

生垣モデル地区の指定には現在まで

至っていません。市では緑化推進の

ため、生垣設置費の補助を行ってお

り、平成 30 年度より補助費の増額と

補助上限の撤廃を行いました。 

東村山 50 景にも指定される生

垣は武蔵野の原風景を伝える重

要な要素であるとともに、道路

に面した生垣 は、地震・火災・

防音などに役立つ大変貴重なも

のと認識しています。 

合意形成などの面で、生垣モデ

ル地域の指定は困難ですが、生

垣設置費の補助等の施策の充実

により、貴重な生垣の保全と、

さらなる増加の取り組みを進め

ていきます。 

重点施策 10 

宅地開発指

導要綱・条

例等による

緑地保全・

緑化推進 

宅地開発時等における緑の保

護・保全を図るため、緑化推進

の条例化等の推進を進めま

す。 

平成 28 年度に「東村山市公共の緑の

植生管理のガイドライン」を作成し、

宅地開発等の協議の際に参考資料と

して提示しています。 

緑化率等を定めた新たな条例制

定の予定は現在ありませんが、

都の「用途地域等に関する指定

方針及び指定基準」の中でも、

市全域を緑化地域
*
に指定し、緑

化率を定めることが望ましいと

していることから、都市計画等

と整合性を図りつつ検討を進め

ます。当面は植生管理のガイド

ラインの周知を継続します。 
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重点 

施策 
目的・概要など 実施内容 実施評価と見直しの方向性 

重点施策 11 

ボランティア

活動の推進

（市民協働） 

本計画に基づき、市民･事業者･

行政がそれぞれの立場から「み

どりのまちづくり」に積極的に

取り組むことが求められます。

今後、今まで活動されていた団

体と協議し、創設を予定するボ

ランティア組織を中心として、

支援･啓発･参加と協力体制を推

進し、協働による計画を進めま

す。 

ボランティア団体や市民団体と協定を

締結し、公園・緑地の整備や管理に協働

で取り組んでいます。 

また、市内約 160 ヶ所の公園等で登録

いただいた個人・団体ボランティアの

皆さんに清掃作業・樹木剪定・花壇作業

等を行なっていただいています。その

活動に対し、市では保険への加入及び

必要な道具の提供等を行っています。 

市民協働の推進に関する取り組みとし

ては、協働講座の開催等により、ボラン

ティア団体や市民団体を協働パートナ

ーとして醸成するため、支援していま

す。 

公園・緑地の維持管理を担って頂

いているボランティアの高齢化

や担い手不足が課題となってお

り、ボランティア活動に参加した

いと思える仕組みづくりが必要

と考えます。 

また、今後は、地域のニーズに応

じた適切なみどりの維持管理及

び活用を図るため、市民協働や公

民連携の手法について検討を進

めます。 

重点施策 12 

みどりを育む

人づくり・組

織づくり 

専門的な「みどり」に関する知

識・技術を有する人材の協力、

指導を得ながら、「みどり」に

関心のあるひとたちに伝える勉

強会やワークショップなどを開

催し、みどりを守り育む地域や

活動グル―プを支援します。 

市では、基本計画を実現するため「みど

りの未来ミーティング」を組織し、２か

月に１回の会議を開催し、市内の緑化

や啓発活動等について協議をしていま

す。このみどりの未来ミーティングが

中心となり「みどりの楽校」としてウォ

ークラリーや虫取りハイク、野鳥観察

会等を実施しています。 

また、市民団体との共催による春・秋の

みどりの祭典や秋津ちろりん村での農

作業体験イベントなどを通じて、市民

にみどりの啓発を行っています。 

  

今後も、これまでの施策を継続

し、みどりのイベントなどを通じ

て、みどりへの意識向上を図り、

みどりを育むひとづくりを進め

ていきます。 

また、地域での活動を担うボラン

ティア団体等の活動を支援する

ため、活動団体の意向に配慮しな

がら、団体相互の活動情報を共有

できる仕組みづくりを検討しま

す。 

また、都市緑地法や都市公園法の

改正により、市民や民間事業者に

よるみどりの管理制度が充実し

てきていることから、指定管理者

制度
*
等の既存制度とともに、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。 

重点施策 13 

八国山たいけ

んの里活用 

里山の拠点にある「八国山たい

けんの里」の普及啓発、環境学

習の中核に位置づけ、エコツー

リズム、体験教室や研究学習な

どの各種イベント開催や自然体

験に活用していきます。 

ボランティアの協力を得て、自然観察

会、草木染、考古と自然のコラボ講座等

のイベントを実施。また、たいけんの里

で「ちょこっと体験」として木のペンダ

ントや葉っぱのスタンプ等の体験事業

を実施しています。 

開館から１０年が経過し、来館者数が

減少傾向にありましたが、体験学習等

の内容を見直し、平成３０年度には前

年より来館者数を増やすことができま

した。 

今後も、これまでの施策を継続

し、里山の拠点にある「八国山た

いけんの里」の普及啓発、環境学

習の中核に位置づけ、引き続きイ

ベント等の見直しを行いながら、

来館者の増を目指します。 
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3 東村山市みどりの基本計画諮問書・答申書 

◇諮問書 

 
 
  

31 東まみ発第 39 号 

令和 2年 1月 28日 

東村山市緑化審議会 

会長 福嶋 司 様 

 

東村山市長 

渡 部  尚 

 

 

東村山市みどりの基本計画の改定について（諮問） 

 

東村山市緑の保護と育成に関する条例（昭和 48 年条例第 19 号）第５

条の規定に基づき、令和３年度を起点とする東村山市みどりの基本計画

の改定について、貴審議会に意見を求めたく、ここに諮問いたします。 
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 ◇答申書 

 

 

 

  令和３年２月 19 日 
東村山市長 渡部 尚 様 

東村山市緑化審議会 
会長  福嶋 司 

 
東村山市みどりの基本計画の改定について（答申) 

 
令和２年１月 2８日付、31 東まみ発第 39 号にて諮問のあった東村

山市みどりの基本計画の改定について、当審議会では慎重に審議を
重ねました。 
市事務局より提出された添付の原案は緑化審議会での議論に加え

市民公募委員によるワークショップや関係者への聞き取り調査、パ
ブリックコメントの実施等により広く市民意見を取り入れたもので
す。  
また、みどりの現況調査等によりみどりの現状や法的根拠につい

ての把握が適切に行われ、これに基づく具体的な目標指標が設定さ
れていることを確認しました。 
このことから、当審議会はこの原案が市の緑化行政の基本的な方

針を示すものと認め「東村山市みどりの基本計画 2021」としてまと
められるよう、ここに答申します。 
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4 東村山市緑の保護と育成に関する条例 

 
    第 1章 総則 

(目的) 
第 1条 この条例は、東村山市の緑の自然環境を保護、育成し、市民の健全な生活環境の
確保向上を図ることを目的とする。 
(運用の基本理念) 

第 2条 この条例は、緑の自然環境が市民の生活にとって欠くことができないものであ
り、その保護、育成は今日の重要かつ急務とする課題であることを認識し、その理念の
もとに運用されなければならない。 
(国・都との協力) 

第 3条 この条例の趣旨は、国又は都の責務及び施策と競合するものでなく、一体的協力
を図りつつ第 1 条の目的を達成しようとするものである。 

第 2章 市の責務 
(基本的責務) 

第 4条 市長は、あらゆる施策を通じて緑の保護と育成が図られるよう努めなければなら
ない。 
(計画の作成及び実施) 

第 5条 市長は、東村山市緑化審議会の意見を聴いて、緑の保護と育成のための施策に関
する計画を作成し、これを実施するものとする。 
(公共事業における義務) 

第 6条 市長は、市が行う公共事業の計画を定め、及びこれを実施するに当たっては、こ
の条例の趣旨を十分配慮しなければならない。 
(施設の緑化義務) 

第 7条 市は、その設置し、又は管理する施設について、その緑化に努めなければならな
い。 

第 3章 市民等の協力 
(市民の責務) 

第 8条 市民は、自ら緑を守り、植樹するなどその育成に努めるとともに、市長が実施す
る施策に協力しなければならない。 
(事業者の責務) 

第 9条 事業者は事業活動により、自然環境及び生活環境を損わないよう必要な措置をと
るとともに、積極的に緑の保護と育成に努め市長の実施する施策に協力しなければなら
ない。 
(国、都等の機関の義務) 

第 10 条 国、都及びその他の公共機関は、その設置し、又は管理する施設についてその
緑化に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。 
(開発行為における原則) 

第 11 条 何人も開発に当たっては、現にある樹木、樹林を最大に残すよう努めるととも
に、造成地について可能な限り多く植樹するなどその緑化をしなければならない。 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000024
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
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第 4章 施策 
(保護区域の指定) 

第 12 条 市長は、緑の保護を図るため必要があると認めるときは、東村山市緑化審議会
及び所有者の意見を聴いて緑地保護区域(以下「指定区域」という。)を指定することが
できる。 

2 自然公園法(昭和 32年法律第 161 号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和 41 年法律第 101
号)、東京都立自然公園条例(昭和 33年東京都条例第 17 号)及び東京における自然の保
護と回復に関する条例(平成 12 年東京都条例第 216 号)により指定された区域は、前項
の指定区域に含まれないものとする。 

一部改正〔平成 14 年条例 10 号〕 
(行為の制限) 

第 13 条 指定区域内において、次の各号の行為をしようとする者は、あらかじめ市長の
許可を受けなければならない。 
(1) 建築物その他工作物の新築、増築又は改築 
(2) 宅地の造成、その他土地の形質の変更 
(3) 木竹の伐採 
(4) その他自然環境に重大な変更を生ずるおそれのある行為 

2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為については、これを適用しない。 
(1) 指定区域の土地の所有者又は管理者が行う通常の維持管理行為 
(2) 道路交通上危険な木竹の伐採 
(3) その他市長がやむを得ないと認める行為 
(中止命令等) 

第 14 条 市長は、前条の許可を受けないで同条第 1 項各号に掲げる行為をする者又は虚
偽の申請により許可を受けた者に対しては、その行為の中止又は原状回復若しくは代替
措置を命ずることができる。 

2 市長は、所有者が前項の命令に従わないときは、指定区域の指定を解除することがで
きる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(保存樹木等の指定) 

第 15 条 市長は、良好な自然環境を確保するために、第 12 条による指定区域外における
樹木、生け垣等を保存樹木等として指定することができる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(伐採等の届出) 

第 16 条 前条の規定により指定を受けた保存樹木等の所有者は、保存樹木等について保
護、育成に努めなければならない。 

2 前項の所有者は、保存樹木等の伐採をしようとするときはあらかじめ市長に届出なけ
ればならない。 
(指定期間) 

第 16 条の 2 指定区域及び保存樹木等として指定する期間は、原則として 10年以上とす
る。 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000108
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000108
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000124
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000121
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000141
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000117
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000124
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000154
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000104
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000163
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000175


 

110 

追加〔平成 7年条例 19号〕 
(土地の買い入れ等) 

第 17 条 市長は、指定区域内の土地について、その土地の所有者がその土地を市におい
て買い入れるべき旨の申出があった場合においては、予算の範囲内においてこれを買い
入れるよう努めるものとする。 

一部改正〔平成 14 年条例 10 号〕 
(指定の変更及び解除) 

第 18 条 市長は、公益上の理由その他やむを得ない理由があると認めるときは、指定区
域又は保存樹木等の指定を変更し、又は解除することができる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(実地調査等) 

第 19 条 市長は、指定区域又は保存樹木等に関して実地調査等が必要であると認める場
合は、この条例の目的達成に必要な限度において職員を他人の土地に立ち入らせ、調査
をさせることができる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(農地の保全、育成) 

第 20 条 市長は、優良な農地については、この条例の趣旨に適合する自然の一部として
その保全、育成のための施策を講ずるものとする。 
(苗木の育成等) 

第 21 条 市長は、緑の保護と育成を推進するため、苗木の育成及び供給について必要な
措置に努めるものとする。 
(税の減免) 

第 21 条の 2 市長は、指定区域に指定したときは、当該土地の所有者に対して課する固定
資産税及び都市計画税を東村山市税条例(昭和 25年東村山市条例第 4 号)第 53 条の規定
に基づき、減免することができる。 

追加〔平成 7年条例 19号〕 
(補助) 

第 22 条 市長は、保存樹木等として指定したときは、当該保存樹木等の所有者に対し
て、その維持管理に要する費用の一部を規則に定めるところにより、補助することがで
きる。 

全部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
第 5章 緑化審議会 

(設置) 
第 23 条 市長の諮問に応じ、緑の保護と育成に関する重要な事項を調査及び審議するた
め東村山市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、緑の保護と育成に関する重要事項について、市長に意見を述べることがで
きる。 

一部改正〔平成 7年条例 19 号〕 
(組織) 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000216.html?id=j53
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第 24 条 審議会は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員 13 人以内をもって組織
する。 
(1) 市議会の推せんする市議会議員 4 人以内 
(2) 農業委員会の推せんする農業委員 2人以内 
(3) 一般市民 4 人以内 
(4) 学識経験者 3人以内 

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任
期間とする。 

一部改正〔平成 11 年条例 18 号〕 
(会長) 

第 25 条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。 
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。 

(会議) 
第 26 条 審議会の会議は、会長が招集する。 
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところに
よる。 

第 6章 補則 
(自然破壊事実の公表) 

第 27 条 市長は、この条例の趣旨に反して著しく自然を破壊している者があるときは、
その事実を市民に公表するものとする。 
(委任) 

第 28 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
一部改正〔昭和 51 年条例 28 号〕 

附 則(昭和 51年 12月 27 日条例第 28号抄) 
(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和 51 年 10 月 1日から適用する。 
附 則(平成 7 年 9 月 22日条例第 19 号) 

(施行期日) 
1 この条例は、平成 7年 10月 1日から施行する。 

(経過措置) 
2 この条例の施行の際、現に改正前の東村山市緑の保護と育成に関する条例(以下「旧条
例」という。)第 12条又は第 15 条の規定に基づき指定を受けている指定区域又は保存
樹林は、この条例の施行の日において、改正後の東村山市緑の保護と育成に関する条例
(以下「新条例」という。)第 12条に規定する指定区域とする。 

3 新条例第 16 条の 2の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例第 12 条又
は第 15 条の規定に基づき指定を受けている指定区域又は保存樹木等に係る指定期間に

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#e000000259
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/f200RG00000261.html#l000000000
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ついては、この条例の施行の日以後、最初に到来する当該指定期間の更新の日までの間
は、なお従前の例による。 

4 新条例第 21 条の 2の規定は、この条例の施行の際、現に旧条例第 12 条又は第 15 条の
規定に基づき指定を受けている指定区域又は保存樹林について適用する。 

5 新条例第 22 条の規定は、この条例の施行の際、現に旧条例第 15 条の規定に基づき保
存樹木として指定を受けているものについて適用する。 

6 次項の規定による改正前の東村山市税条例第 53 条第 1 項第 2 号に該当する固定資産で
あるとして、この条例の施行の日の前日までの間において行った指定区域及び保存樹林
に係る固定資産税の減免は、改正後の東村山市税条例第 53 条第 1 項第 3号の規定に基
づき行った減免とみなす。 
(東村山市税条例の一部改正) 

7 東村山市税条例(昭和 25 年東村山市条例第 4号)の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
附 則(平成 11年 7月 1日条例第 18 号抄) 

(施行期日) 
1 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 14年 3月 28 日条例第 10 号) 
この条例は、公布の日から施行する。 
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５ 用語解説  

用語 読み方 解説

■ア行

運動公園 うんどうこうえん

都市公園の種別のひとつ。都市基幹公園に分類され、「都市住民全
般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に
応じ１箇所当たり面積15～75haを標準として配置する」とされてい
る。

エコロジカルネッ
トワーク

えころじかるねっ
とわーく

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、つながりをもたせること。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基本となる。

オープンガーデン おーぷんがーでん 個人の庭を一般に公開する活動。

オープンスペース おーぷんすぺーす
公園や広場、運動場、水面など、建物に覆われていない土地や敷地
内の空地の総称。

■カ行

ガーデンコンテスト
がーでんこんてす
と

個人が作った個性ある庭の技術や美しさなどを競うコンテスト。応
募写真等で審査される。全国では自治体や民間団体の主催で同様の
コンテストが数多く開催されている。

街区公園 がいくこうえん

都市公園の種別のひとつ。住区基幹公園に分類され、「主として街
区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街
区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、そ
の敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準として定めること。」と
されている。

外来種防除事業
がいらいしゅぼう
じょじぎょう

生態系に悪影響を与えている外来生物について学び、防除するイベ
ント。東村山市では北山公園の自然環境を守るため、公園内の外来
生物の生態や捕獲方法等のレクチャーの後、専門家の指導のもと捕
獲し、在来種との判別に挑戦するイベント等を開催している。ま
た、北山公園では市民団体と協定を締結し、日頃から外来種の防除
や普及啓発等の活動を行っている。

街路樹診断
がいろじゅしんだ
ん

活力の衰えた樹木や倒木・幹折れ・枝折れなどの危険性がある樹木
を発見して適切な処置を施すことにより、樹木の健全な育成を図
り、樹木による事故を防止することを目的に行う樹木の健康度等の
調査。東村山市では東京都が平成26年度に発行した「平成26年度
街路樹診断マニュアル」に沿って診断を行い、伐採すべき樹木の選
定を行っている。

河畔林 かはんりん

河川と相互に影響を及ぼす(洪水をうける，日陰をつくるなど）範囲
の林。河畔周辺では様々な生きものの食物連鎖により栄養が循環し
ている。河畔林は餌となる有機物の供給のほか，日射遮断，隠れ場
形成など生きものの生息場の保全，水質浄化といった多機能を持っ
ている。

近隣公園 きんりんこうえん

都市公園の種別のひとつ。住区基幹公園に分類され、「主として近
隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣
に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷
地面積は、二ヘクタールを標準として定めること。」とされてい
る。

グリーンカーテン ぐりーんかーてん

植物を建築物の外側に生育させることにより、建築物の温度上昇抑
制を図る省エネルギー手法の一つ。東村山市では地球温暖化対策の
一環として、グリーンカーテンを設置した市民や市内団体を対象と
した「グリーンカーテンコンテスト」を実施している。

公募設置管理制度
（Park－PFI制度）

こうぼせっちかん
りせいど（ぱーく
ぴーえふあいせい
ど）

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。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
として適用される。
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  用語 読み方 解説

コミュニティガー
デン

こみゅにてぃがー
でん

地域の住民グループが主体となって公園の一角や地域の遊休地を利
用し、趣味、学習、環境保全など多様な目的を持って花や野菜を育
てる活動。

■サ行

狭山丘陵
さやまきゅうりょ
う

狭山丘陵は、埼玉県南西部及び東京都北西部にまたがる武蔵野台地
のほぼ中央に位置し、東西約11km、南北約4kmの紡錘形に広がる独
立した丘陵地で、首都圏を代表する重要な自然環境となっている。
東村山市内では、平成元年に東京都が策定した「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を狭山丘陵の一部ととらえている。

残存・植栽群落等
をもった公園、墓
地等

ざんぞん・しょく
さいぐんらくとう
をもったこうえ
ん、ぼちとう

残存・植栽群落は、環境省の植生区分により50～100年生の雑多な
残存樹・植栽樹からなる樹群地のことで、残存・植栽群落等をもっ
た公園、墓地等は、屋敷林、社寺林、都市における植栽林、既存の
断片林、混在林等を持つ大面積の都市公園等のこと。

指定管理者制度
していかんりしゃ
せいど

公の施設の、より効果的・効率的な管理を行うため、その管理に民
間の能力を活用するとともに、その適正な管理を確保するしくみを
整備し、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的とし
た制度。

児童遊園 じどうゆうえん
児童福祉法及び東村山市立公園条例に規定される都市公園以外の公
園で、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊か
にすることを目的とする屋外型の児童厚生施設。

市民農園 しみんのうえん

農業に対する理解を深め、健康的でゆとりある生活の実現を図ると
ともに良好な都市環境の形成と農地の保全に資するため、市が所有
者から借りた農地を整備し、市民の方に有料で貸し出している農
園。

市民緑地制度
しみんりょくちせ
いど

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、市民緑地契約制度
と市民緑地認定制度がある。
市民緑地契約制度は、都市緑地法に基づき土地所有者と地方公共団
体、民間主体などが契約を締結し、地域の人たちに利用できるよう
に開放する制度（都市緑地法第55 条）。
市民緑地認定制度は、緑化地域及び緑化重点地区内の民有地を市民
の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作
成し、市の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用す
る制度（都市緑地法第60 条）。

市民緑地認定制度
しみんりょくちに
んていせいど

緑化地域及び緑化重点地区内の民有地を市民の利用に供する緑地と
して設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市の認定を受け
て、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度（都市緑地法第
60 条）。市民緑地設置管理計画の認定制度。

生産緑地地区
せいさんりょくち
ちく

市街化区域内にある農地のみどりを活かし、計画的、永続的に保全
することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに、都市環
境を形成することを目的として「生産緑地法」に基づき、都市計画
に定める地域地区の一つ。

生物多様性
せいぶつたようせ
い

生きものたちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約で
は、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という3つのレベ
ルで多様性があるとしている。

生物多様性地域戦略

せいぶつたようせ
いちいきせんりゃ
く

生物多様性基本法に基づき地方公共団体が策定する、生物多様性の
保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画。
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洗堀 せんくつ 水の流れにより河岸・河床の土砂が洗い流されること。

総合公園 そうごうこうえん

都市公園の種別のひとつ。都市基幹公園に分類され、「都市住民全
般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを
目的とする公園で都市規模に応じ１箇所当たり面積10～50haを標準
として配置する」とされている。

■タ行

第一種低層住居専
用地域

だいいっしゅてい
そうじゅうきょせ
んようちいき

地域の目指すべき土地利用の方向を考えて、住居、商業、工業等、
市街地の大枠としての土地利用を定めるため、都市計画で定められ
た用途地域の一つで、低層住宅のための地域。小規模なお店や事務
所をかねた住宅や、小中学校などが建てられる。

体験農園 たいけんのうえん
農家（園主）の指導のもと、種まきから育成・収穫まで本格的な農
業を体験することができる農園。

地区計画 ちくけいかく

都市計画法に基づく制度で、特定の区域において、住宅地や商業地
など地区の特性に応じたまちなみや環境の保全・形成を目的に、敷
地や建築物等に関する特別なルールを都市計画に定め、地区住民・
権利者が主体となりまちづくりに取り組む手法。

田園住居地域
でんえんじゅう
きょちいき

平成30（2018）年に住居系用途地域の一類型として創設された用途
地域のひとつ。農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域
で、住宅に加え、農産物の直売所等の農業用施設が建築可能。

特別保存樹木
とくべつほぞん
じゅもく

「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づき市が指定する、
「保存樹木」の要件を満たさないものの、歴史上、風土上及び景観
上の配慮から保全が必要とされている樹木。

都市公園 としこうえん
都市公園法に規定される国又は地方自治体が設置する公園又は緑
地。

都市緑地 としりょくち

都市公園の種別のひとつ。都市の自然環境の保全及び都市景観の向
上等を目的に設置される。東村山市が開設する都市緑地は「せせら
ぎの郷多摩湖緑地」及び「農とみどりの体験パーク『秋津ちろりん
村』」の二カ所。

■ナ行

仲よし広場 なかよしひろば
東村山市立公園条例に規定される都市公園以外の公園で、開発指導
要綱に基づき提供された用地等を公園用地として譲り受け、市が維
持管理している。

農の風景育成地区
制度

のうのふうけいい
くせいちくせいど

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。

■ハ行

ヒートアイランド ひーとあいらんど 都市部の気温がその周辺の郊外部に比べて高温を示す現象。

風致地区 ふうちちく
都市計画法に基づく制度で、都市の風致（都市に残された水やみど
りなどの貴重な自然）を維持するため定められる。

萌芽更新
ほうがこうしん、
ぼうがこうしん

緑地の管理方法の一つ。年を経た樹木を伐採し、切り株から出た萌
芽を育て樹木の若返りを図ること。かつては薪や炭に利用される細
い材をたくさん生産するのに適しているため、里山管理の手法とし
て多く行われていた。
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防災協力農地
ぼうさいきょう
りょくのうち

農家が所有する農地について、農家や農家の同意を得たＪＡが地方
自治体と、災害が発生したときに農地を防災空間として利用する内
容の協定を自主的に締結する取り組み。

保存生垣 ほぞんいけがき
「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づき市が指定する、
設置後3年以上が経過し長さ10ｍ以上連続している生垣。

保存樹木 ほぞんじゅもく
「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づき市が指定する、
健全で、樹容が美観上優れ、管理が行われているもので、樹高10.0
ｍ以上、地上1.0ｍにおける幹の周囲が1.5ｍ以上の樹木。

■マ行

緑の多い住宅地
みどりのおおい
じゅうたくち

環境省の植生区分により、植生以外の地域の「市街地」のうち、樹
林地、草地を含む植被が30％以上混在する場。

みどり法人制度
みどりほうじんせ
いど

都市緑地法に基づき、NPO法人やまちづくり会社などの団体を申請
により市町村が指定し、みどり法人として緑地の保全や緑化の推進
を行う制度。正式には、緑地保全・緑化推進法人制度。

民設公園 みんせつこうえん
都市計画公園・緑地の早期整備を図るため、東京都の認定を受けた
民間事業者が、敷地の7割を公園的空間として整備すること等を条件
に、建築制限等を緩和する東京都独自の制度。

■ヤ行

谷戸 やと 丘陵地が湧水や水の流れに侵食されて形成された谷状の地形。

■ラ行

緑化重点地区
りょくかじゅうて
んちく

都市緑地法に基づき、地方自治体が緑の基本計画で定める「重点的
に緑化の推進に配慮を加えるべき地区」のこと。

緑化地域 りょくかちいき
都市緑地法に基づき、緑が不足している市街地などにおいて、一定
規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合
以上の緑化を義務づける制度。

緑地協定
りょくちきょうて
い

都市緑地法に基づく制度で、地域の良好な環境を形成するため、緑
地の保全や緑化に関する事項を土地所有者等の合意により締結する
協定。

緑地保護区域
りょくちほごくい
き

「東村山市緑の保護と育成に関する条例」に基づき定められる原則
300㎡以上の一団となった樹林地等のうちその保護を図ることが必
要な区域で、固定資産税、都市計画税の減免措置がされる。

緑地保全地域
（東京都指定）

りょくちほぜんち
いき

「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき東京都の
指定する５種類の保全地域のうちのひとつで、樹林地、水辺等が単
独で、又は一体となって自然を形成している市街地の近郊の地域
で、その良好な自然を保護することが必要な土地の区域。都市緑地
法第５条の緑地保全地域とは異なる制度。

歴史環境保全地域
れきしかんきょう
ほぜんちいき

「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき東京都の
指定する５種類の保全地域のうちのひとつで、歴史的遺産と一体と
なった自然の存する地域で、その歴史的遺産と併せてその良好な自
然を保護することが必要な土地の区域。

連続立体交差事業
れんぞくりったい
こうさじぎょう

東村山駅を中心に西武鉄道新宿線、国分寺線及び西武園線の約4.5ｋ
ｍの区間について鉄道を高架化し、道路と鉄道を連続的に立体交差
化するもの。
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