第４回

板橋区緑の基本計画改定委員会

板橋区緑の基本計画（いたばしグリーンプラン 2025）
＜骨子＞
緑の基本計画とは


都市緑地法第 4 条に規定されている「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する
基本計画」であり、緑地の保全や緑化の推進に関して、その目標、施策などを定め
る基本計画です（板橋区の場合は、計画の愛称名を「いたばしグリーンプラン」と
しています）。

計画の位置づけ




「緑の基本計画」は、「板橋区
基本計画」に基づく「緑地の保
全及び緑化推進」に関する個別
事業計画に位置づけられます。
「緑の基本計画」に定められた
計画事業は、「いたばし No.1

板橋区基本構想

板橋区基本計画 2025

緑の基本計画
環境基本計画

整合

個別事業計画

実現プラン」において事業化
し、年次計画と財源を位置づけ
て実行に移します。

など

計画事業
(公園整備など)

事業実施

計画期間


板橋区基本計画 2025 との整合を図り、平成 30 年度から平成 37 年度の 8 か年
間と設定します。

１

みどりの現況

＜公園緑地のデータ＞





※１

緑被率は区全体の 20.3％ （23 区の中で 8 番⽬）
※２
区⺠⼀⼈当たりの都市公園⾯積は 3.35 ㎡ （23 区の中で 8 番⽬）
※２
区の⾯積に占める都市公園⾯積の割合は 5.87％ （23 区の中で 3 番⽬）
※１ 平成 26 年度板橋区緑地・樹⽊の実態調査（Ⅸ）
※２ 平成 28 年 4 ⽉ 東京都建設局

公園調書（都立公園を含む）

＜みどりの特徴＞
 みどりの⾻格を形成する崖線
崖線の斜⾯林は区のみどりの⾻格を形成し、多くの⽣物の⽣息場所となっています。

 ⾚塚地域に残る農地
⾚塚地域などの区⺠農園は区⺠が農と接することができる貴重な場所となっていま
す。

 多様な⽔辺と湧⽔
荒川や⽯神井川の⽔辺は区⺠の憩いの場となっています。また、崖線部には 30 箇
所近い湧⽔点が分布しています。

 公園と市⺠活動
⾚塚公園、⼩⾖沢公園など特徴ある公園があります。また、市街地の⾝近な公園では、
地域住⺠による花壇づくりなどの活動が⾏われています。

 まちのみどり
みどりのある景観は板橋⼗景にも選ばれる（⾼島平のけやき並⽊、志村⼀⾥塚、⽯神
井川の桜並⽊、南蔵院のしだれ桜）など、板橋区のシンボルとなっています。

２

現行計画の進捗現況
目標１

植生被覆率（5 年毎調査）

【平成 21 年度調査】

→

19.3％

【平成 31 年度目標】

【平成 26 年度調査】

21.0％

18.3％

達成状況 ⇒平成 26 年度調査において、前回調査値を下回る結果となりました。

目標 2 公園率
【平成 22 年 4 月現在】
査】

5.85％

→

【平成 32 年度末目標】

【平成 29 年 4 月現在】

5.87％

6.00％

達成状況 ⇒平成 29 年 4 月現在、目標値に及ばない状況です。

目標 3 公園・自然に関する区民満足度（2 年毎調査）
【平成 21 年度調査】

48.4％

→

【平成 32 年度目標】

【平成 27 年度調査】

60.0％

61.0％

達成状況 ⇒平成 27 年度調査において目標値を上回ることができました。

目標 4 緑のイベント・協働活動参加者数
【平成 23 年度から 10 年間の目標値】【平成 23 年度から 28 年度まで６年間の延べ人数】

延べ 30 万 1,633 人

延べ 50 万人

達成状況 ⇒６年間の延べ参加者数は、目標値の約６割を達成しました。

個別事業の成果
崖線の緑の保全と活用
• 平成 23 年に特別緑地保全地区 1 か所を新たに指定し、公有地化により永続的な
保全を図りました。
歴史ある緑の保全と活用
• 保存樹木の指定本数は、1,597 本（Ｈ22.3）から、1,820 本（Ｈ29.3）に増加し
ています。
農地の保全と活用
• 生産緑地地区や区民農園の件数は、平成 23 年度以降微減となっています。
• （仮称）農業体験農園の整備を行いました（平成 29 年度）。
地域の庭としての公園づくり
• 公園の新設 5 か所、改修 7 か所を行いました。
• 地域がつくる公園制度による活動数は 25 か所（Ｈ23.4）から 29 か所（Ｈ
29.4）に増加しました。花づくりグループの活動数は 83 か所（Ｈ23.4）から
88 か所（Ｈ29.4）に増加しました。

３

みどりを取り巻く社会動向
現況
国の動向
 新たなステージに向けたみどり政策の展開と法律改正
 国土交通省は平成 28 年 5 月に「新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の
展開について」として、以下の重視すべき観点を示しました。
 これに伴い平成 29 年 6 月、都市緑地法、都市公園法が改正され、新たな施策展開の可
能性が生まれています。

【重視すべき観点】
重視すべき観点

これまでの考え方

これからの考え方

 整備、面積の拡大を重視
 使うこと活かすことを重視
ストック効果を
 都市公園の中だけでの発  都市全体、まちづくり全体の視野
より高める
想
での発想
民との連携を加
 行政主体の整備、維持管理
速する
都市公園を一層  硬直的な都市公園の管理
柔軟に使いこな
維持管理の延長での公園
す

運営

 市民やＮＰＯ等の主体的な活動
を支援
 民間施設との積極的な連携
 地域との合意に基づく弾力的な
運用
 まちづくりの一環としてのマネ
ジメント

【関連法令の改正】
法

令

都市緑地法

都市公園法

主な改正内容
 民間による市民緑地の設置を促進する制度の創設
 緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充

など

 都市公園での保育所等の設置が可能となった。
 民間事業者による公益還元型収益施設(カフェ、レストラン等)の
設置管理制度の創設
 公園の活性化にかかる協議会の設置

など

 都市農業に関する基本計画の策定と法律改正
 平成 27 年に制定された「都市農業振興基本法」に基づき、都市農業の振興に関する基
本的な方針や施策等を定める「都市農業振興基本計画」が策定されました（平成 28 年：
農林水産省）。
４

 この計画においては、都市農地の位置付けを「宅地化すべきもの」から、都市に「ある
べきもの」へと大きく転換し、計画的に保全していく方針としています。

【都市農地の保全・活用に向けた法改正】（生産緑地法・都市計画法・建築基準法）
 生産緑地地区の一律 500 ㎡以上の面積要件を、市区町村が条例により引き下げ可能と
なった（300 ㎡を下限）。
 生産緑地地区内での直売所、レストラン等の設置が可能となった。
 新たな用途地域の類型として田園居住地域を創設

 グリーンインフラの取り組みの推進
 国の「第 4 次社会資本整備総合計画(平成 27 年)」において、グリーンインフラの取組
を推進することが盛り込まれました。
 グリーンインフラには学説により様々な定義がありますが、当面の定義として、社会資
本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能（生
物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力
ある国土づくりや地域づくりを進めるもの、としています。
 また、効果発現に時間を要する場合があることから、順応的な対応と、持続的な仕組を
構築して管理していくことが望ましいこと。整備したグリーンインフラをストックとし
て活かす視点が重要であること、としています。

 緑の基本計画に関する動向
① 緑の基本計画等による戦略的な都市再構築の推進
 前出「新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について(国土交通
省)」において、以下の視点が示されています。
 緑とオープンスペースの観点からの集約型都市構造化の方針の明確化
 民の広場空間等との連携の強化
 緑とオープンスペースのマネジメントの方針や目標の明確化
② 緑地の定義に“農地”が含まれることを明確化
 都市緑地法の緑地の定義において“農地”を含むことが明文化されました。
 これに伴い、緑の基本計画において、都市農地の保全の方針と生産緑地地区内の緑地
の保全に関する事項を追加して記載することとなりました。
③ 公園の管理方針に関する記載事項の追加
 緑の基本計画の計画内容として、従前の公園の整備方針に加え、公園の管理方針に関
する事項を記載することとなりました。
④ 生物多様性の確保に関する計画内容
 都市緑地法運用指針の参考資料として「緑の基本計画における生物多様性の確保に関

５

する技術的配慮事項」が示されました。
 生物多様性の確保の観点から、動植物の生息地又は生育地としての緑地の規模や連続
性等を評価して、拠点地区・回廊地区等の緑地を配置し、これらの緑地による有機的
なネットワーク（エコロジカルネットワーク）の形成を図ることが望ましいとしてい
ます。
⑤ 都市の低炭素化に関する動向
 都市の低炭素化の促進に関する法律の制定(平成 24 年)に伴い、国土交通省より「低
炭素化まちづくり実践ハンドブック」が示されました。
 この中で、低炭素化社会の実現に向けたみどりの持つ多面的な機能として、CO2 吸収
源としての役割、ヒートアイランド現象を緩和する役割などを挙げ、緑の基本計画に
おいて低炭素の観点からみどりの活用を位置付けることが有効であるとしています。

東京都の動向
 緑施策の新展開(平成 24 年：環境局) ～生物多様性の保全に向けた基本戦略～
 東京都の緑施策のこれまでの取組みを、生物多様性の視点から強化する施策の方向性
を取りまとめた戦略で、区市町村に期待される役割や板橋区の緑に関する目標が示さ
れています。
 区市町村に期待される役割
 住民、企業、NPO 等と連携しながら、地域に密着した緑の保全・創出活動を推進
する。
 地域住民や企業等に対し、生物多様性の重要性を学習し体験する機会の提供に努
める。
 緑の保全・創出活動の担い手となる人材の育成を推進する。
 板橋区に関連するもの（目標：2020 年）
 荒川から石神井川を含む直径 30km の緑のリングが形成されるなど、公園や緑
地を街路樹や緑化された河川で結ぶ「グリーンロード・ネットワーク」が充実し
ている。

 東京都環境基本計画（平成 28 年改訂：環境局）
 生物多様性の保全・緑の創出（政策３）
 あらゆる都市空間における緑の創出、エコロジカル・ネットワークの構築に向け
た緑化の推進、保全地域や既存の緑地等における緑の保全、希少種の保全・外来
種対策及び野生生物の適正管理 など
 水環境・熱環境の向上（政策４）
 水質汚濁対策、東京の水循環の再生と水辺環境の向上（湧水の保全・回復）、街
なかでの暑さ対策等の推進 など
６

 （素案）都市づくりのグランドデザイン（平成 29 年度：都市整備局）
 戦略 6：四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都市の構築
 東京の緑を、総量としてこれ以上減らさない。これを大きな原則として、樹林地や
農地を守るとともに、都市づくりのあらゆる機会を捉えて新しい緑を生み出す。
 豊富な緑と水や歴史・文化が蓄積された庭園などの東京の資源を最大限活用し、四
季折々の美しい風景が感じられるまちづくりを進める。
 現状と将来の見込み等（要約）
 東京の緑は、全体としては減少傾向。これ以上緑を減らさないよう、都市づくりの
あらゆる機会を捉えて新しい緑を生み出すことが必要。
 特に農地は減少を続けているが、意欲的な農業者の増加や農業に対する都民の関
心は高まっており、都市の貴重な資源として積極的に保全・活用することが必要。
 公園や緑地、歴史・文化が蓄積された庭園などの資源が、都市の中で十分に生かさ
れていない面があり、これらの資源を活用していくことが求められている。
 東京には、海や河川、運河など多様な水資源があり、水質の改善などとともに、ま
ちづくりにおいて新たな水辺空間を生み出すなど、東京を水の都として再生する。

社会情勢
 少子高齢化の進展
 我が国では出生率・出生数の低迷や高齢化が急速に進んでいます。板橋区においても
平成 7 年に老年人口が年少人口を上回り、その後も差は広がっています。
 公園整備においては、子育て支援や健康づくりの視点の重要性が高まっています。

 温暖化の進展
 地球温暖化の深刻化は猛暑日の増大、竜巻や局地的な集中豪雨の頻発、台風の大型化
など、自然災害の脅威が高まっています。
 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの吸収源対策として、みどりの保全と更なる創
出が求められています。

 防災意識の高まり
 平成７年の阪神・淡路大震災や平成 23 年の東日本大震災発生以降、防災への意識が
高まっており、公園やみどりを活用した都市の防災機能の強化が求められています。

 オリンピック・パラリンピック関連
 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会にむけ、国内外から訪れた人が
安心して快適に回遊できるよう、魅力あるまちづくり、美しいまちなみ景観の創出等
が求められています。

７

みどりを取り巻く社会動向
現況

みどりに関する区民ニーズ

●みどりのストック効果の向上

区民意識（区民アンケートの結果）

これまでの取り組みは“みどり”を増やすことに主
眼を置いてきましたが、今後は社会状況の変化に柔軟
に対応して、“使うこと・活かすこと”を重視したま
ちづくりやサービスの提供が求められています。

●都市公園の柔軟な活用
様々なステークホルダーとの合意に基づきながら、
それぞれの公園が持つ個性やポテンシャルに応じた
整備・管理運営を行うことによって、公園を柔軟に使
いこなしていくことが求められています。

●区民との連携促進
都市公園の整備など行政が自ら行うべきことを引
き続き着実に推進していくことともに、“みどり”の
質の高い管理運営・活用等については、地域住民組織
やまちづくり団体などとの積極的なパートナーシッ
プによって進めていくことが求められています。

●ｸﾞﾘｰﾝｲﾝﾌﾗとしてのみどりの多機能性の発揮
生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇
の抑抑制など、自然の持つ多様な機能を活用して、持
続可能な魅力あるまちづくりが求められています。

 地域の魅力を高めるみどり

• 地域の魅力を高めるという観点か
らみたみどりの満足度は、高いと
はいえない状況です。
 好ましいみどり
• 心地良い・好ましいみどりとして、
公園・広場のみどりを挙げる人が
多くみられます。
• 将来も残していきたいみどりとし
て、赤塚公園や石神井川の桜並木
などが多く挙げられています。
 みどりの恩恵
• 多くの区民が、みどりある景色に
癒される・みどりがあることで快
適に暮らせると感じています。
 取組み意向
• 家の庭木を育てたり、花や鉢植え
を飾ることに関心の高い区民が多
くみられます。
• みどりの活動に取り組む上での妨
げとして、
「近所の人と話し合うき
っかけや機会がない」
「同じ関心を
持った人と出会う場がない」とい
う声があげられています。

●環境問題への対応(生物多様性の向上等)
生物多様性の確保の観点から、緑地の規模や連続性
等を動植物の生息地として評価し、緑地の適正な配置
や有機的なネットワーク形成（エコロジカルネットワ
ーク）を図ることが求められています。

緑と公園の推進会議からの意見

●都市と農の共生
都市農業の有する多様な機能の発揮に向けて、緑の
基本計画においても「都市農地の保全」を位置づけ、
農地を緑地として適切に保全・管理していくことが求
められています。

 みどりの量だけでなく、みどりの質が
とても大切である。
 みどりとみどりの価値に対する区民の

●快適で安全安心なまちづくり

認識が高くない。

地球温暖化による猛暑日の増大等、東日本大震災等
の発生を契機とした防災意識の高まりから、快適で安
全安心なまちづくりが求められています。
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 区民がみどりのまちづくりに参加した
くなる仕組みがない。

課 題

改定の視点

計画のテーマ

課題１：
崖線の樹林地や農地な
ど、板橋の風土を形成す
るみどりを大切に保全
していくことが必要で
す。

課題 2：
みどりの保全を通じた
生物多様性の向上が求
められています。

計画のテーマⅠ
みどりの多機能性
を、都市のため、地域
のため、区民のため
に引き出す計画とし
ます。

“みどり”を
次世代につなぐ
まもる・支える
継承する
板橋 らしい風土 と自 然
環境 を支える緑 を大 切
に守 り次世代に 引き 継
ぎます。

課題３：
生活環境の快適性を向
上させるために、今後も
みどりの量的な確保が
必要です。

課題４：

計画のテーマⅡ
区民・事業者との連携
による質の高いみど
りの管理運営など、協
働の取り組みを推進
する計画とします。

適切なマネジメントに
より、みどりの質を高め
ていくことが必要です。

“みどり”で
街並みをつなぐ
つくる・ひろげる
質を高める
快適な暮しを守る身近な
緑を創出し良好な街並み
景観をつくります。

課題５：
みどりが暮らしを豊か
にする要素であること
を、より多くの区民に実
感してもらうことが必
要です。

課題６：

暮らしを豊かにする
みどりの価値を区民
に実感してもらい「東
京で一番住みたくな
るまち」に近づく計画
とします。

みどりのまちづくりに
区民が参加しやすい仕
組みづくり、活動のメニ
ューづくりが必要です。

計画のテーマⅢ
計画のテーマⅢ
“みどり”と
人をつなぐ
“みどり”と
はぐくむ・楽しむ
人をつなぐ
参加する
みんなで守り育む緑
みんなで守り育む緑の
のまちづくりを推進
まちづくりを推進し、緑
し、緑豊かなまち板
豊かなまち板橋の実現
橋の実現を目指しま
を目指します。
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基本構想「将来像」

未来をはぐくむ緑と文化のかがやくまち“板橋”
施 策 展 開
計画のテーマ
《テーマⅠ》

施策展開の方針 ※【青字】は主な連携分野
■:自然地の保全と活用【景観・環境・教育】
 崖線樹林地、荒川河川敷の緑や水辺、湧水など、大切な自然

資産を将来にわたって保全していきます。

“みどり”を
次世代につなぐ

 エコロジカルネットワークの形成により生物多様性を高

め、環境学習の場として活用します。

■:農のみどりの保全と活用【農業振興・教育】
 板橋の原風景である農のみどりを保全するため、農業経営

を支援すると共に、農業公園の整備などを進めます。

まもる・支える・継承する

■:緑のレガシーの保全と継承【景観・観光】
 板橋十景となっている緑の景観や、歴史ある大径木など、

地域のシンボルとなっている緑を次世代に継承します。

《テーマⅡ》

“みどり”で
街並みをつなぐ

■:街並みの緑の充実【まちづくり】
 街路樹の質の向上や、緑化助成・緑化指導による接道部緑

化の更なる推進によって、うるおいのある街並み景観の形
成を図ります。

■:緑の創出による快適なまちづくり【環境・防災】
 地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和、防災性の向上

につながる緑化の推進をさらに積極的に進めていきます。

■:魅力ある公園づくり【子育て・健康長寿・UD・観光】
つくる・ひろげる・質を高める

 公園が子育て世代や高齢者、障がいをもつ方など、幅広い

利用者にとってより使いやすく、魅力ある施設となるよう
整備・リニューアルを進めていきます。

《テーマⅢ》

■:緑を育む協働活動の活性化【協働推進】
 区民が緑のまちづくりに楽しく参加できるメニューづく

り、活動の場づくりを進めるとともに、協働の取り組みを
更に活性化していくための仕組みをつくっていきます。

“みどり”と
人 を つ な ぐ

■:公園利用の活性化【子育て・健康長寿・コミュニティ】

はぐくむ・楽しむ・参加する

■:緑の情報発信の推進【シティプロモーション】

 公園がより利用しやすく、地域に身近で楽しい施設となる

よう、社会状況に見合った利用ルールの緩和や改善等を行
い、公園利用をさらに活性化させていきます。
 より多くの区民に様々なメディアを通じて、板橋のみどり

やみどりの協働活動に関する情報発信を進めていきます。
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グリーンプラン 2025「計画のテーマ」

みどりでつなぐ《 ひと・まち・みらい 》

重点プロジェクト例（調整中）
農業園・農業体験学校の整備

（作成中）

（仮称）農業園イメージ

板橋十景・サクラ並木の魅力向上

 赤塚植物園の増設地

 老朽化が進んだ石神

に、農作物の収穫体験
など、農とのふれあい
ができる（仮称）農業
園を整備します。
 農業を継承する人材
のすそ野を広げるた
め、農業体験学校を開
設します（成増四丁
目）
。

井川桜並木の樹木更
新を進め、千本桜の
美観を維持していき
ます。
 桜のライトアップな
どにより、観光名所
としての魅力向上を
図ります。

石神井川（加賀橋付近）

高島平プロムナードの整備

（仮称）板橋区史跡公園の整備

 緑地、道路、沿道の敷
（作成中）

高島平プロムナードイメージ

地を一体的にデザイ
ンし、歩きたくなる、
憩いたくなる緑豊か
なプロムナードを整
備します。
 プロムナードを軸と
して、様々な地域の
活動やにぎわいを生
み出していきます。

パークマネジメント基本方針の運用

賑わいのある公園（仮）

 近代化・産業遺産を保


（仮称）板橋区史跡公園イメージ

存・活用した都内初とな
る（仮称）板橋区史跡公
園を整備します。
身近な文化財を通じて
板橋の産業発展や地域
の歴史、平和に対する学
びの機会を提供し、併せ
てふるさと板橋を大切
にする心を醸成します。

協働活動を活性化する仕組みづくり

 公園に求められる要

 区民、事業者との協

望を十分に発揮でき
る仕組みを構築し、
地域資産である公園
の魅力を向上しま
す。
 地域が主体となって
やりたいことが実現
できる管理・運営方
法を検討します。

働活動の取り組みを
更に活性化していく
ための仕組みづくり
を進めます。
 協働活動のコーディ
ネート等を行う中間
支援組織の導入を検
討します。

花づくりボランティア（赤塚植物園）
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みどりの将来構造
展 開

調整中

計画の目標値
緑の量に関する目標値
 植生被覆率（計測精度 0.01 ㎡・作物のない農地は植生被覆地に含まれません。）
 現況値：18.3%（平成 26 年度）
 目標値：21.0%（平成 37 年度）⇒ 区基本計画 2025 目標値
 （併記）緑被率（測精度 1 ㎡・作物のない農地も緑被地に含まれます）
 現況値：20.3%（平成 26 年度）
 目標値：21.0%（平成 37 年度）

公園整備に関する目標値
 公園率（面積に占める都市公園面積の割合）。
 現況値：5.87%（平成 28 年度）
 目標値：6.10%（平成 37 年度）⇒ 区基本計画 2025 目標値

区民満足度に関する目標値（調整中）
 住まいの周りの緑についての満足度（案）
 現況値：35.0%（平成 28 年度）
 目標値：40.0%（平成 37 年度）

緑のイベント・協働活動の目標値（調整中）
 緑・環境のイベント・協働活動参加者数（案）
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