都市建設委員会資料
平成 30 年 4 月 19 日・20 日
土木部みどりと公園課

いたばしグリーンプラン２０２５について
平成 28 年度より策定作業を進めてきた「いたばしグリーンプラン 2025」
（緑の基本計画）
について、素案のパブリックコメントを実施したのち、板橋区緑の基本計画改定委員会にお
いて改定計画の原案をとりまとめ、庁議において改定計画を策定したので報告する。
１ 前回の委員会後の検討経過

 パブリックコメント
期間：20 日間（平成 30 年 1 月 27 日～2 月 15 日）
寄せられた意見：12 件（3 名、1 団体）

 板橋区緑の基本計画改定庁内検討会（課長級）：平成 30 年 2 月 22 日
 板橋区緑の基本計画改定委員会（学識経験者等）：平成 30 年 3 月 6 日
 庁議（連絡調整会議）：平成 30 年 3 月 27 日
２ 前回委員会後の主な変更点

 Ｐ 4
 Ｐ 11

計画の位置づけ図の修正
前計画の目標値の達成状況のうち「③ 公園・自然に関する区民満足
度」を最新の調査値に更新

 Ｐ 17
 Ｐ 57

みどりのコラムを追加（ほかにＰ20・Ｐ34・Ｐ92・Ｐ98）
区の花ニリンソウの保全について、都立公園の取り組みとの連携を高め
ていく旨を追記（パブコメ対応）。

 Ｐ 77
 Ｐ 82～

みどりを楽しむライフスタイルのイメージ図を追加（パブコメ対応）
板橋区パークマネジメントガイドラインについて、同ガイドラインの内容
を反映。

 Ｐ 101～

個別事業の事業スケジュールの概要、担当部署を事業推進計画として
追記。

３ 今後のスケジュール

 パブリックコメント実施結果の公表
 計画書、概要版の刊行

：平成 30 年 5 月 12 日
：平成 30 年 6 月

４ 参考資料

 資料１：いたばしグリーンプラン 2025（素案）に係るパブリックコメントについて
 資料２：いたばしグリーンプラン 2025（概要版）
 資料３：いたばしグリーンプラン 2025（本編）

資料１

いたばしグリーンプラン 2025（素案）に係る
パブリックコメントについて

１ パブリックコメント実施概要
(１)

募集期間
平成 30 年 1 月 27 日（土）～ 2 月 15 日（木）【20 日間】

(２)

閲覧場所






みどりと公園課窓口（区役所南館 5 階[22]窓口）
区政資料室（区役所北館 1 階[7]窓口）
区立各図書館
区ホームページ

(３)

募集対象
区内在住・在勤・在学の方、区内事業者、区内で活動する個人・法人・
団体など

(４)

提出方法
直接、郵送、ＦＡＸ、電子メール、Ｗｅｂ

(５)

公表資料

 いたばしグリーンプラン 2025（素案）本編
 いたばしグリーンプラン 2025（素案）概要版
(６)

実施結果

 意見提出者：個人 3 名、1 団体
 提出方法：直接 3 件、Ｗｅｂフォームより１件
 意見総数：12 項目

1

２ パブリックコメントの意見概要と区の考え方
№

要約意見



素案全般について



この計画には、以下の 3 つの優れた点があ
ると思う。
テーマⅠ・テーマⅡにおいて、緑の保存と、
緑地の効果を活かす緑の創出の視点から、グ
リーンインフラの政策を進めようとしてい
る点。
テーマⅢにおいて、より多くの区民に緑の価
値を知ってもらい、緑化活動への参画・協力
を募ろうとしている点。
全てのテーマを通じて、技術的政策だけでな
く、人的資源政策、内部管理政策にも及ぶ、
多面的な配慮がなされている点。
人類文明は今、様々な物的資源の枯渇、汚染、
老朽化や、健康、教育水準の低下など持続可
能性の問題に直面している。
首都行政を担い、「未来をはぐくむ緑と文化
のかがやくまち"板橋"」の実現を目指す板橋
区の更なる、都市政策の発展に期待する。
基本計画ということなので、必要な費用につ
いては毎年予算化されていくものと理解し
ているが、概算でもいいので総費用を提示し
ておくことも Accountability の一つと考え
る（計画の規模感も掌握できる）。



１






２





３



４

区の考え方











施策展開のテーマⅠ～Ⅲに基づい
て、各個別事業の着実な推進を図っ
ていきます。
計画事業の推進にあたっては、緑と
公園の推進会議において、進捗状況
のチェックを行っていきます。

ご指摘のような様々な課題が顕在
化する中で、
“みどり”がまちづくり
の中で果たす役割を最大限に発揮
し、「未来をはぐくむ緑と文化のか
がやくまち"板橋"」の実現に向けた
取り組みを推進していきます。
本計画は基本計画として、今後具体
的な検討を行う事業等も含まれて
いることから、総事業費等の提示は
行いません。
公園整備等の計画的事業について
は、いたばし№1 実現プランの実施
計画編において、実施計画期間にお
ける計画事業費を提示いたします。

東京都との連携について

 都立赤塚公園にあるニリンソウの都内最大の

 赤塚公園のニリンソウ群落は、区の

自生地について、自生地などの保護活動の組
織化などに関して、板橋区は一歩踏み込んだ
施策を講じてこなかった。
 都と区の施策の連携がないと、自生地の保護・
保全を担う市民活動にも混乱が生ずることに
なる。
 計画の中に、行政の枠を超えた「東京都との
連携」を明記すべきである。

自然環境の豊かさを象徴する存在で
あり、都立公園の取り組みとの連携
を高めていく旨を追記します。

2

№

要約意見

区の考え方



緑化の推進について



区民の緑化意識の醸成：大規模な開発計画に 
限らず中小規模の開発においても民間の協
力を仰いでいかないと緑化面積が飛躍的に
拡大することは期待できないと思う。また、
板橋区内は古い住宅地域が多く、加えて、最
近は一区画が細かく分譲して売られている
ので、現実的には緑化とは逆の結果になって
密集化している地域が散見される（庭のない
戸建て住宅が増加）
。

計画にも対策が織り込まれているが、インセ
ンティブを更に拡大することなどで、区民一
人ひとりの緑化への意識の醸成に結び付け
ることが必要ではないか。

５





緑化のイメージ：8 年後にどうなるのかとい 
う点について、イメージが掴みにくい項目が
ある。現在の状態（景観）が、8 年後にはど
の様に変わるのかを、イラスト等を用いて説
明した方が分かり易いと思う（重点プロジェ 
クトで示されているケースもあるが、どの様
に変わったのかが分かりにくい）。



公園の芝生化：８ヶ所の校庭を芝生化された 
との報告があるが、区が保有する公園の芝生
化を進めることも検討してもらいたい（海外
では芝生化された公園が多い）。

６

７



3

大規模な開発計画（民間施設につい
ては敷地 350 ㎡以上）については、
板橋区緑化の推進に関する条例に
基づく緑化指導を行っており、本計
画期間内においては、接道部緑化へ
のインセンティブを高めるなど緑
化指導基準の改正を検討すること
になっています。
一般住宅等については、接道部緑化
助成制度などの助成支援により、敷
地内緑化の後押しを行っていくと
ともに、住宅密集地など緑化余地の
少ない地域に対しては、緑化プラン
ナー派遣制度の導入等を検討し、よ
りきめ細かな緑化支援を進めてい
く予定です。
計画のテーマである「“みどり”でつ
なぐ《ひと・まち・みらい》」の広域
的なイメージ図は、見開きのイラス
トとして掲載しています。
これに加えて、より身近な場所での
緑化のイメージ図を追記します。
公園の芝生化については、公園利用
の推進につながるものと考えてい
ますが、利用頻度や日照条件等によ
っては維持管理が難しい面があり
ます。
既に芝生化を行った公園でのメン
テナンスノウハウを蓄積しながら、
適地について芝生化を進めていき
ます。

№

要約意見



区の考え方

協働の仕組みづくりについて

 「みどりと人をつなぐコーディネート(中間

８

９

支援)組織の導入をめざします」の文言の末尾
を「導入します」または「設置します」に修
正してほしい。
 「めざす」という意欲の表明は施策として実
現することを約束するものではなく、しっか
りと施策の実施を公約すべきである。
 緑の重要性が一段と認識されてきているが、 
緑が減少しつつあるところもある。
 緑の減少を防ぎ、適切に増やしていくために
は、区だけでなく、より多くの区民に緑の価
値を周知し、緑化に参画・協力してもらうこ
とが必要である。



公園樹木の維持管理について



隣接する公園の樹木について、全く広報もな 
く伐採されてしまう経験を何度もしている。
一人の住民の苦情で、みんなの財産である樹
木を伐採するなどということはやめて欲し
い。
そういう声は、地域の住民組織に戻して、周
辺の住民組織のソフトなつながりを行政が 
呼びかけ、それを活用するよう求める。
そうしたことがこの素案では具体的に見え
ていないので、検討してほしい。


１０






１１



そもそも景観、景色というものはなんなの 
か。緑はその景色の中で重要な役割を果たし
ているが、その定義を明確にしてもらいた
い。

「歴史ある大径木の保全」の項目があるが、
その樹木の歴史とは行政が判断するのでは
なく、地域住民が一緒になってそれを守りな
がら創りあげてきたものではないか。
みんなで守っていくべき「価値」という視点
が大事だと思う。

4

 みどりと人をつなぐコーディネート
組織の導入については、平成 33 年度
までに検討・準備を行い、導入体制等
について十分な検討を加えた上で、
設置・運用に向けたスケジュールを
明らかにしていきます。
今回の計画改定にあたっては、区民
の暮らしの中に緑を取り入れてい
くこと、さらには緑のまちづくりに
参加・協力していただくことを主要
なテーマ（施策展開のテーマⅢ：み
どりと人をつなぐ）としています。

パークマネジメントガイドライン
の運用においては、公園運営のめざ
すべき姿を実現するために、地域住
民・団体と連携し、適切な管理運営
を継続的に行っていく方針として
います。
公園管理運営の一環として、樹木の
維持管理については様々な考え方
や事由があり、意見の集約が難しい
面がありますが、掲示や広報等を通
じてできる限り地域や利用者の意
見を反映した取り組みを進めてい
きます。
板橋区景観計画においては「ひと・
もの・まちがバランスよく調和した
景観づくり」を目標としています。
本計画においては、施策展開のテー
マⅠとして「“みどり”を次世代につ
なぐ」を掲げ、テーマⅢ「“みどり”
と人につなぐ」において、様々な緑
化啓発や緑とのふれあいを通じて、
区民に緑の価値を実感してもらい、
緑の保全や緑化推進の機運を高め
ていく方針です。

№

要約意見



１２

区の考え方

計画の推進体制について

 現在の「板橋区緑と公園の推進会議」のメン

 計画の進行管理は策定主体である区

バーは、現行計画の計画策定委員がそのまま
横滑りしている状況である。
 自らが作成した計画に対して責任を持つとい
う意味では意義があることかもしれないが、
計画の進捗状況を「自分で自分を点検する」
ようなことになってはならない。
 推進会議の担い手として新しい情勢に対応し
うる人材が求められており、メンバーを再編
成すべきである。

において当然行っていくところです
が、外部委員を含む会議体からの進
捗評価を受けることは意義のあるこ
とと考えております。
 「板橋区緑と公園の推進会議」につ
いては、第 3 期（平成 30 年度末）終
了後、公募による区民委員の募集を
行うことを予定しております。

5

資料２

（ イ メ ー ジ ）

【概要版】
概要版
板橋区緑の基本計画
板橋区緑の基本計画
いたばしグリーンプラン２０２５

緑の基本計画とは

緑の基本計画とは、都市緑地法に規定される市区町村の緑地の保全及び緑化の
推進等に関する基本計画です。
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。

みどりを取り巻く社会動向

国や東京都の動向

社会の動向

みどりのストック効果の向上

少子高齢化の進展
地球温暖化の進展

都市公園の柔軟な運用

防災意識の高まり

区民・事業者との連携促進

東京オリンピック・
パラリンピックの開催

グリーンインフラとしての
みどりの多機能性の発揮

区民の意識

生物多様性の向上

身近なみどりへの満足度が
35%と高くない状況

都市と農との共生

計画改定の視点

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。

区民・事業者との連携

暮 ら し を 豊か に す るみ

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。

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。

１

計画期間

いたばしグリーンプラン 2025 の計画期間は、「板橋区基本計画 2025」と
の整合を図り、平成 30(2018)年度から平成 37(2025)年度までの 8 か年と
設定します。

計画のテーマ

板橋区基本構想に掲げる区の将来像「未来をはぐくむ緑と文化のかがやくまち
“板橋”」の実現に向けて、本計画のテーマと、“つなぐ”をキーワードとした
3 つの施策展開のテーマを設定します。

《

》

施策展開のテーマ

“みどり”と
人 をつなぐ

“みどり”で

“みどり”を

街並みをつなぐ

次世代につなぐ

２

みどりの基本構造



区の“みどり”を特徴づける基本構造として、骨格となる 3 本の軸線、拠
点となる 5 つの大規模公園と公園集積ゾーン(加賀地区)、そして農地が点
在する徳丸や赤塚周辺の台地上の地域があります。



板橋の風土を形成するこれらの基盤となる“みどり”の資産を大切に保全
し、活用していきます。

区 分

名 称

保全・活用方針

荒川軸

河川敷の豊かな自然環境の保全とレクリエーション利用の共
存を図っていくゾーン

崖線軸

崖線沿いの樹林地や湧水等の自然資源や“みどり”の景観資
源の保全を図っていくゾーン

石神井川軸

桜並木を重要な景観・観光資源として、隣接するみどりの拠
点との一体的活用を図っていくゾーン

みどりの拠点

大規模公園等

レクリエーション・防災・生物多様性など、“みどり”の多機能性
をさらに充実していくゾーン

農地の多い地域

農のみどり

みどりの骨格

表 示

農のみどりの保全と活用に向けた取り組みを進めていくゾーン

３

みどりのエリアプラン



それぞれの地域が持つポテンシャルを活かして取り組むエリア施策等を、
「みどりのエリアプラン」として図示します。

【その他の重点プロジェクト】
接道部緑化の推進
板橋区パークマネジメントガイドラインの運用
みどりと人をつなぐコーディネート組織の導入

エリアの表示

名称
重点プロジェクト
農のみどり保全重点地区
湧水保全地域
景観形成重点地区
エコロジカルネットワークエリア
光と風の荒川整備区域
緑化重点地区

内容
計画期間内に重点プロジェクトとして施設整備等に取り組む箇所で
す。
農的なみどりの景観保全や農とのふれあいの場の創出を重点的に
図っていくエリアです。
湧水や地下水の涵養を進め保全活動の重要拠点とするエリアで
す。
景観法に基づく方針を共有し、届け出制度を活用して、地区特
性を生かした良好な景観形成の推進を図る地区です。
生物の生息域の保全と緑の連続性の確保によって生物多様性の
向上をめざすエリアです。
荒川将来像計画に基づき自然地の保全とレクリエーション施設の
整備を進めるエリアです。
区内全域を都市緑地法第 4 条に基づく緑化重点地区に指定し、
緑化の推進を図ります。

４

みどりの施策展開

まもる・支える・継承する
施策展開
のテーマ

Ⅰ

“みどり”を次世代につなぐ

つくる・広げる・質を高める
施策展開
のテーマ

Ⅱ

“みどり”で街並みをつなぐ

はぐくむ・楽しむ・参加する
施策展開
のテーマ

Ⅲ

“みどり”と人をつなぐ

５

1

２

３

４

５

６

７

８

１－１

板橋区緑の保全方針による樹林地等の保全

１－２

歴史ある大径木等の保全

１－３

板橋らしさを代表する緑の景観の保全

•

板橋十景・桜並木の魅力向上

•

農業園、農業体験学校の整備と運営

•

接道部緑化の推進

•
•
•
•

高島平プロムナードの整備

農のみどりの保全と活用
２－１

農のみどり保全重点地区における取り組み

２－２

生産緑地地区の指定による農地の保全

２－３

農とのふれあいの推進

２－４

農福連携の取り組み

２－５

農業振興施策の展開

生物多様性の向上による生態系の保全と再生
３－１

エコロジカルネットワークの形成

３－２

区の花ニリンソウなど山野草の保全

うるおいのある水辺と湧水の保全
４－１

荒川将来像計画による自然地の保全と活用

４－２

親しめる水辺づくり

４－３

湧水の保全と活用

みどりの創出による快適なまちづくり
５－１

街並みの緑化推進

５－２

街路樹の質の向上

５－３

みどりで快適・安全なまちづくり

公園の整備とリニューアル
６－１

公園の新設整備

６－２

公園の改修整備

６－３

主要な公園整備・改修事業

６－４

新たな公園づくりに向けたイメージプラン

板橋区史跡公園(仮称)の整備
小豆沢スポーツ公園(仮称)の整備
こども動物園のリニューアル

みどりを楽しむライフスタイルの推進
７－１

みどりとふれあう機会づくり

７－２

みどりについて学ぶ機会づくり

７－３

みどりを楽しむライフスタイルへのサポート

７－４

区民提案による企画支援制度の検討

７－５

みどりをはぐくむ協働活動の推進

７－６

みどりの情報発信

みどりと人をつなぐ仕組みづくり
８－１

９

【重点プロジェクト】

緑の資産の保全と継承

みどりと人をつなぐコーディネート組織
の導入

•

パークマネジメントガイドラインの運用

みどりと人をつなぐコーディネート組織の導入

公園を使いこなす仕組みづくり
９－１

•

板橋区パークマネジメントガイドラインの運用

10 “みどり”でつなぐ《ひと・まち・みらい》イメージ

６

計画の目標値
8 年間の計画期間において、次の 4 つの目標値を掲げ事業の推進に取り組みます。

■
■
■
■
１

２

３

４

緑の量に関する目標値【緑被率】⇒

区面積に占める樹木被覆地・農地・草地・屋上緑化面積の割合

２０.３％（Ｈ26 調査値） ⇒ ２１.０％（Ｈ37（2025）目標値）
公園整備に関する目標値【公園率】⇒

区面積に占める区立公園・都立公園の面積の割合

５.９％（Ｈ28 末現況） ⇒ ６.１％（Ｈ37（2025）目標値）
緑の区民満足度に関する目標値

⇒ 住まいの周りの緑についての満足度

３５％（Ｈ28 調査値） ⇒ ４０％（Ｈ37（2025）目標値）
みどりとの関わりに関する目標値

⇒ みどりのイベント・協働活動参加者数

延べ５０万人（Ｈ30 年度～Ｈ37（2025）年度までの目標参加者数）

計画の点検・見直し

計画の進行管理を PDCA サイクルによって行います。
計画の進捗状況を CHECK する機関として、学識経験者やみどりの協働活動を行
っている区民等で構成する「板橋区緑と公園の推進会議」を設置しています。
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