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 １ 計画策定の目的と位置づけ                  

（１）策定の目的 

都市における公園・緑地は、都市のオープンスペースとして、良好な都市環境

の保全、防災、レクリエーション、良好な都市景観の形成、生物多様性の確保、

気候変動の緩和など様々な機能があり、都市の住民が健康で文化的な生活をする

上で不可欠なものです。 

そして近年、地球環境問題に対する緑の重要性、防災の視点からみた緑の役割、

大規模な土地利用転換への対応、公園管理における市民協働の意識の広がり、生

活スタイルの多様化など、緑の保全・創出に対する社会的認識の高まりや緑を取

り巻く環境が大きく変化してきています。また、計画における目標指標の達成度

の評価、施策内容の見直しなど、計画の更新が必要な時期となりました。併せて、

自然環境や景観形成など緑の多面的な機能に関する法制度の整備も進められて

きています。 

前計画の基本理念や「緑と水の公園都市のイメージ」を継承しながら、法律・

制度の改正や社会情勢等を充分に踏まえ、各関連計画との連携・役割分担を一層

明確にし、三鷹市の新時代の将来像に対応した「三鷹市緑と水の基本計画 2022」

を平成 24年 3月に策定しました。 

この度、策定から 8 年が経過したことから、第 4 次三鷹市基本計画の第２次

改定にあわせて改定し、新たな施策の取り組みを追加しています。 

本計画は、「緑と水」の視点から、三鷹市における「高環境・高福祉」「豊かで

質の高いまちづくり」をめざし、三鷹市の将来像である「緑と水の公園都市」を

実現するため、回遊ルート整備計画等の具体的なプランを明らかにしながら、よ

り発展的な展開を目指した内容となっています。さらに、まちづくりへの市民参

加等を一層促進し、市民、事業者・関係団体等と市の協働により、緑と水の保全・

創出に取り組む方向性を示しています。 

 

（２）計画の経緯と位置づけ 

「三鷹市緑と水の基本計画 2022」は、「三鷹市緑と水の保全及び創出に関す

る条例」に規定する「基本的かつ総合的な計画」及び「都市緑地法」に規定する
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「緑の基本計画」として位置づけられます。また、緑に関する諸施策を示した「三

鷹市緑計画」（昭和 63 年策定）と、緑と水のまちづくりの具体的な整備計画で

ある「緑と水の回遊ルート整備計画」（平成 6 年策定）を統合し、緑と水に関す

るまちづくりのマスタープランとして平成 17 年に策定され、その後、平成 24

年に計画内容の見直しを行ったものです。 

計画の策定においては、都市緑地法（第 4 条第 3 項）に基づき、都市計画法

による「三鷹市土地利用総合計画 2022」、環境基本法による「三鷹市環境基本

計画 2022」、景観法による「三鷹市景観づくり計画 2022」と整合を図りつつ、

第 4次三鷹市基本計画や各個別計画で示す都市像を実現するための方策を、緑と

水の観点から明らかにする総合的な計画（緑と水のまちづくりに関するマスター

プラン）として位置づけるものです。 

 

（３）計画の推進主体 

本計画の推進主体は、市民、事業者・関係団体等、市の総体です。これら各自

の自主・自律的、かつ積極的な行動を目指すとともに、相互の協力も併せて推進

していくものとします。 

 

 

（４）計画の対象区域 

本計画の対象区域は、三鷹市全域（16.42k㎡）とします。 

 

 

（５）計画の目標年次 

目標年次は、「第 4次三鷹市基本計画」と整合を図り、2022年度（令和４年度）と

します。 
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■図 1-２ まちづくり 3計画の位置づけの概念図 
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緑と水の回遊ルート整備計画 

（平成 6 年） 

①緑と水の都市整備の具体的プラン 

三鷹市基本構想 三鷹市自治基本条例 

第４次三鷹市基本計画 

緑と水の公園都市の実現 

三鷹市緑と水の基本計画 

〜第２次緑と水の回遊ルート整備計画〜（平成 17 年） 

① 緑と水に関する目標（将来像）と基本的な方向 

② 目標を実現するための施策の展開 

③ 緑と水の都市整備の具体的プラン 

統合化 
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東京都関連計画 

・「都市計画公園・緑地の整備方針」 

 （平成 23 年改定） 

・「緑確保の総合的な方針」 

 （平成 28 年改定） 

・「東京が新たに進めるみどりの取組」 

 （令和元年策定）    等 

三鷹市関連計画 

・三鷹市環境基本計画 2022 

・三鷹市地域防災計画 

・三鷹市農業振興計画 2022 等 
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総合計画 2022 

■図 1-1 これまでの経緯 
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 ２ 景観や緑に関する法律・上位計画等の整備             

平成 17年の計画策定より現在までの間に新たに策定され、今回の改定において新た

に参考・考慮した上位計画・法令およびその主な条項等は以下のとおりです。 

 

（１）都市公園法（平成 29 年改正） 

●第五条「公共還元型の収益施設（飲食店、売店等）の設置管理制度」 

○民間事業者は、公園管理者の許可を受けて公共還元型の収益施設を設置でき

ます。 

●第十七条の二「公園の活性化に関する協議会」 

○公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上に必要な協議を行うための協

議会を設置することができます。 

 

（２）都市緑地法（平成 29 年改正） 

●第三条「緑地の定義」 

○緑地の定義に農地が含まれることが明記されました。 

●第四条「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」 

○市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策など

を定める基本計画です。「三鷹市緑と水の基本計画」も、これに該当する取り

組みとして位置づけることができます。また生産緑地地区内の緑地の保全に

関する事項、都市公園の管理の方針についても新たに明記することになりま

した。 

●第五条「緑地保全地域制度」 

○届出制により一定の土地利用を認めつつ緩やかな規制を行う制度です。 

●第十二条「特別緑地保全地区」 

○都市計画区域内において、樹林地、草地、水沼地などの地区が単独もしくは

周囲と一体になって、良好な自然環境を形成しているもので、無秩序な市街

化の防止や、公害又は災害の防止となるもの、伝統的・文化的意義を有する

もの、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等となるもののいずれか

に該当する緑地が、指定の対象となり、建築行為など一定の行為の制限など

により現状凍結的に保全する制度です。 
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●第二十条「地区計画等の活用」 

○市町村が条例を定め木竹の伐採や宅地の造成等の行為について許可制とする

ことにより、現状凍結的な保全を行うことができるようになりました。 

●第三十四条「緑化地域制度」 

○良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している地区において、都市計画

の地域地区として「緑化地域」を指定し、大規模な敷地面積の建築物の新築・

増築に対し、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づけるものです。 

●第六十条「市民緑地認定制度」 

○民有地を市区町村長の認定を受けて、一定期間、NPO等の民間主体が設置・

管理・活用する制度が創設されました。 

●第六十九条「緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）」 

○市民緑地認定制度等、民間主体による自発的な緑地の保全・整備の推進を図

るため、緑地保全・緑化推進法人の制度拡充が図られました。 

 

（３）生物多様性基本法（平成 20 年） 

●第五条「地方公共団体の責務」 

○「生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。」としています。 

 

●第七条「国民及び民間の団体の責務」 

○「生物の多様性の重要性を認識するとともに、その日常生活に関し、外来生

物を適切に取り扱うこと及び生物の多様性に配慮した物品又は役務を選択す

ること等により、生物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努

めるものとする。」また、「生物の多様性の保全及び持続可能な利用のための

取組を自ら行うとともに、他の者の行う生物の多様性の保全及び持続可能な

利用のための取組に協力するよう努めるものとする。」としています。 

 

●第十三条「生物多様性地域戦略の策定等」 

○「都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共

同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び

持続可能な利用に関する基本的な計画（以下「生物多様性地域戦略」という。）
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を定めるよう努めなければならない。」としています。 

 

（４）気候変動適応法（平成 30 年） 

●第四条「地方公共団体の責務」 

○「自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策を推進するよ

う努めるものとする。」としています。 

 

●第五条「事業者の努力」 

○「事業活動の内容に即した気候変動適応に努めるとともに、国及び地方公共

団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めるものとする。」として

います。 

 

●第六条「国民の努力」 

○「気候変動適応の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方

公共団体の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めるものとする。」と

しています。 

 

●第十三条「地域気候変動適応計画」 

○「都道府県及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じ

た気候変動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、国の

定める気候変動適応計画を勘案し、地域気候変動適応計画を定めるよう努め

るものとする。」としています。 

 

（５）都・市の諸計画・上位計画との関連 

平成 24 年の計画策定より現在までの間に新たに策定され、今回の改定に

おいて新たに参考・考慮した東京都および三鷹市の上位計画・関連計画は以

下のとおりです。 

①東京都の関連計画等 

東京都では、昭和 56年に「東京都緑のマスタープラン」を策定して以来、

「緑の東京計画」（平成 12 年）、「緑の東京 10 年プロジェクト」（平成 19

年）等、都内市区町村の「緑と水」に関する様々な計画を策定しています。
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近年では、公園・緑地、道路や河川等の緑とこれらの沿線のまちづくりで生

まれる緑等を組み合わせ、都市施設のみでは成しえない厚みと広がりをもっ

た環境軸の形成を推進しており、その展開に必要な配慮すべき事項等を示し

た「環境軸ガイドライン」（平成 19 年）、今ある貴重な緑の保全やあらゆる

都市空間への緑化等、民有地の緑の課題に対し、都と区市町村が合同で、望

ましい緑のあり方や取り組みの方向性を明らかにし、計画的に東京の緑を確

保していくことを目的とした「緑確保の総合的な方針」（平成 22 年）、東京

都と区市町が合同で平成 23 年度～平成 32 年度（10 年間）の都市計画公

園・緑地の計画的な整備促進と整備効果の早期実現に向けた取り組みの方針

を明らかにした「都市計画公園・緑地の整備方針」（平成 23年）等を策定し

ています。 

また、2040年代の目指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた都市づ

くりの基本的な方針等を示した「都市づくりのグランドデザイン」（平成 29

年）に基づき、「東京が新たに進めるみどりの取組」（令和元年）がまとめら

れ、今後の緑の確保等による緑化の推進等が図られていきます。 

さらに、これらの方針を検討する際には SDGｓに関する視点も必要となっ

てきています。 

②三鷹市の上位・関連計画 

●第４次三鷹市基本計画 

同時期に策定した「第 4 次三鷹市基本計画（第 2 次改定）」との調整・整合

を行っています。 

 

●三鷹市土地利用総合計画 2022 

同時期に策定した「三鷹市土地利用総合計画 2022（第 2 次改定）」との調

整・整合を行っています。 

 

●三鷹市環境基本計画 2022 

同時期に策定した「三鷹市環境基本計画 2022（第 2 次改定）」との調整・

整合を行っています。 

 

●三鷹市景観づくり計画 2022 

平成 25年 3月に策定された「三鷹市景観づくり計画 2022」との調整・整

合を行っています。 
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 ３ 計画策定の背景                          

「三鷹市緑と水の基本計画 2022」策定に際し、特に重視している社会的情勢や市

の取り組みなどについて、次の（１）～（７）に整理します。 

 

（１）「緑と水の公園都市」の将来像の実現のため、 
市民、事業者・関係団体等、市の一層の協働の必要性 

三鷹市ではこれまで、「緑と水の公園都市」の将来像の実現に向け、安全性や

利便性、快適性等の視点から、環境に配慮した持続可能な社会の形成を進めてき

ました。しかしながら、年々三鷹の原風景である緑地や農地、生物が生息できる

環境が失われていく中で、これらをくい止め、良質な都市空間、居住環境を保全・

創出していくためには、より一層、市民、事業者・関係団体等、市が連携・協働

していくことが求められています。 

（２）新たなまちづくりの展開への対応の必要性 

平成 19（2007）年 4月に東京外かく環状道路の都市計画変更が行われたこ

とを踏まえたジャンクションの周辺地域及び蓋かけ上部等を含む「北野の里（仮

称）」の整備のあり方や、三鷹駅前地区の再開発を始めとする都市再生の拠点と

なるまちづくりなど、市内での計画・整備に対して、良好な樹林や農地の保全、

失われた緑に代わる新たな緑の創出等に関する方針・方策などを示すことが求め

られています。 

（３）公園緑地の防災面における役割の確認の必要性 

東日本大震災など、近年、多発している自然災害や、また首都直下地震の発生

の可能性が指摘される中で、平時及び災害発生時、また復旧・復興時において公

園が果たすべき機能・役割についての見直しと再確認が求められています。三鷹

市内における公園の防災機能を総点検し、位置づけの明確化や役割の整理・機能

拡充など、今後の防災面での施策方針を指し示す必要があります。 

（４）安全・安心な公園づくりの必要性 

公園内の施設・設備、およびその利用方法については、以前よりもより厳しく

「安全・安心」が求められるようになってきています。新規の公園設置では、こ
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れら新しい時代の安全・安心の感覚に適応した設計・デザインを行っていくこと

が求められています。また、特に 1960～70年代に設置され、現在更新時期を

迎えている街区公園・児童遊園については、安全性を考慮し、遊具や設備を随時

更新していくことはもちろん、周辺住民のライフスタイルや年齢層の変化などに

応じ、公園の用途や機能そのものを修正・転換していくことも併せて検討してい

く必要があります。 

（５）都市における地球環境問題への対応の必要性 

環境問題に対する意識の拡がりや社会情勢、ライフスタイルの変化の中で、価

値観や生活意識の多様化が進んでおり、緑や水に求められる質や、緑や水と市民

生活との関わり方にも変化が見られます。特に、気候変動への対策については、

これまでの大気汚染、ヒートアイランド現象などに加え、次の世代にも大きく関

わる世界的関心事として注目され、SDGｓの 17 の目標の 1 つに掲げられてい

ます。低炭素社会にむけた負荷の軽減を考える上で、緑と水の果たすべき役割に

ついて、明確に位置づけることが求められています。 

（６）生物多様性への配慮の必要性 

地球環境問題に加え、近年別な環境テーマとして「生物多様性の保全」がクロ

ーズアップされています。2010年に名古屋で開催された COP10（生物多様性

条約第 10回締約国会議）を契機に、国内でも注目を集め、都道府県レベルでは、

「生物多様性基本戦略」の策定も進んできています。「三鷹市緑と水の基本計画」

ではこれまでも生態系の保全や、それに寄与する緑のネットワーク形成の必要性

などを示してきましたが、今後はより具体的に三鷹市における生物多様性の保全

における考え方や施策の方向性などを提示する必要があります。 

（７）関連計画・法律と整合した計画策定の必要性 

本計画では、都市公園法、都市緑地法、都市計画法、景観法、生物多様性基本

法などの法律や諸制度、国や東京都の諸計画、「三鷹市土地利用総合計画 2022」

や「三鷹市景観づくり計画 2022」等との整合・連携の上で、緑と水のまちづく

りをさらに推進していくことが必要です。 
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 １ 緑と水の現状                            

緑と水に関わる三鷹市のこれまでの取り組みを振り返るとともに、平成 30年度実施

の「三鷹市緑の現況調査」の結果を中心に緑と水の現状を整理します。 

 

（１）これまでの取り組みについて 

「緑と水の公園都市」の将来像を実現するため、「三鷹市緑と水の基本計画 2022」

に基づき、安全性や利便性、快適性などを視点に高環境のまちづくりに取り組んでき

ました。 

これまで、緑と水の回遊ルート整備計画に基づく大沢の里、牟礼の里、丸池の里な

どの拠点整備では、ふるさと空間を再生する「ふれあいの里」の公有地化等の整備を

進めてきました。 

平成 30年度には施設の老朽化や市民ニーズの変化・多様化への対応が求められる

公園・緑地の適切な活用に向けて、今後の公園づくりの基本的な考え方を示した「公

園・緑地の適切な活用に向けた指針」を策定しました。 

安全で安心な公園づくりの推進では、「安全で安心な公園づくりガイドライン」及

び「三鷹市公園・緑地の適切な活用に向けた指針」に基づき、市民参加による地域ニ

ーズに合わせた公園のリニューアルや遊具の改修などを計画的に進めました。併せて、

市民と協働によるワークショップ等を開催し、平成 30年度には「下連雀こでまり児

童遊園」、令和元年度には「ひまわり児童遊園」を整備するなど、安全で安心して憩

える空間と地域における防災機能の強化を図る公園整備を行ってきました。花と緑の

まちづくり事業の推進では、NPO 法人花と緑のまち三鷹創造協会と連携しながら、

「ガーデニングフェスタ」の開催、「街かど花壇」づくり、「花と緑の広場」の運営等

を市民と協働で取り組みました。平成 24年度には第 29回全国都市緑化フェアが都

立井の頭恩賜公園西園をメイン会場の 1 つとして開催され、市も共催者として「ガ

ーデニングフェスタ」を中心としたイベントを行うなど、花と緑における取り組みを

アピールしました。 

また、三鷹の原風景である緑地、屋敷林や農地等、生物が生息できる環境が失わ

れていく中で、民有地における屋敷林・農地等の保全に対する支援を進めるととも

に、緑と水の保全、再生・創出のための施策の検討を進め、まちづくりと連携した

農地の保全・活用につながる「三鷹市農地の保全に向けた基本方針」を平成 26 年

度に策定しました。 

今後の新たなまちづくりの展開で創出される拠点や空間等については、「コミュニ

ティ創生の拠点」として周辺環境と調和を図り整備を進めるとともに、近年の環境

問題への対応や樹林や農地の緑の喪失、災害に強い安全で安心な公園づくりなどに
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ついて、社会情勢等を的確に把握しながら保全と創出を推進していきます。 

 

 

 

  
 
 

 
  「花と緑のまち三鷹創造協会」は、花と緑の市民活動をサポートし、花と緑に係わる
協働の取り組みをより一層推進することを目的に、三鷹を花や緑あふれるまちにしたい
と思う人が集まり活動できるよう平成 21 年 4 月に設立しました。同年 8 月には NPO
法人格を取得し、「NPO法人 花と緑のまち三鷹創造協会」が誕生しました。 

  本協会は、中間支援組織として市民・事業者・行政をコーディネートし、「花と緑のま
ち三鷹」をテーマに、花や緑を担う人づくり、市民のみなさんが花や緑の活動に参加でき
る仕組みや場づくり、市民・市民団体間のネットワークづくりの活動など、市のパートナ
ーとして花と緑のまちづくり事業を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花花とと緑緑ののままちち三三鷹鷹  

創創造造協協会会  

人材育成機能 

 

相談・コンサル 

ティング機能 

啓発・情報機能 

交流・ネットワーク 

支援機能 

活動支援機能 調査・研究機能 

緑の保全・ 

緑化推進機能 

緑の活動を担う人財を発

掘し、育成します。 

◆ボランティア講座 

◆認定証の発行 など 

各種情報の収集・提供や緑

に対する意識の啓発に取り

組みます。 

◆講座、観察会、イベント 

◆情報コーナーの開設 

◆広報誌の発行 など 
市民団体相互の連携や

協力関係づくりを行い

ます。 

◆交流サロンの設置 

◆交流会の開催 など 

市民・行政・事業者等を

仲介し、人や資金、活動

の場をつなぎます。 

◆相談窓口の設置 

◆斡旋、仲介 など 

緑に関する調査・研究

や協働事業の提案等を

行います。 

専門的・技術なアドバ

イスや資材の提供な

ど、地域の市民活動を

支援します。 

◆人財の派遣 

◆花苗等の提供 など 
緑の保全や緑化推進にか

かわる事業を実践します。 

◆街かど花壇の整備 

◆花と緑の広場の管理 

◆花いっぱい運動 など 

 



第２章 緑と水の現状と課題 

 

14 

（２）緑の現況 

①緑被率は、“減少傾向”にあります 

平成 22年度※１の緑被率は 33.46%、平成 30年度※２緑被率は 32.53%とな

っており、宅地開発による樹林地、農地の減少のほか、東京外かく環状道路事業

での用地取得等による農地等の減少などが要因の一つと考えられます。しかし、

自然緑地等の保全、環境配慮制度に基づく緑化指導等、民有地における接道部緑

化など緑化推進が図られており、大規模事業等による緑の減少以外は、一定の効

果を上げていると思われます。 

引き続き、民有地や再開発事業等の新たなまちづくりの整備において、緑化の

創出・保全を図っていくことが求められています。 

※１：平成 21年度調査、※２：平成 30年度調査 

②農地面積は、“減少傾向”にあります 

現状として農地面積は減少傾向にあります。生産緑地の活用、市民農園・学校

農園等の充実、都市型農業の育成等、これまでの取り組みをより強化するととも

に、まちづくりと連動した新たな都市農地の保全の方針にリンクする「三鷹市農

地の保全に向けた基本方針」を活用した事業の推進が求められています。 

 

③市民一人当たりの公園緑地等の面積は、“微減傾向”にあります 

市内における公園緑地等の面積は、平成 22年度から平成 30年度にかけて増

加傾向にある一方で、当市の人口が増加したことから、市民一人当たりの公園緑

地等の面積は微減傾向にあります。そのため今後も引き続き公園・緑地等の整備

を進めるとともに、一般に開放された民間緑地の更なる拡大等で公園緑地等の面

積を確保していくことが求められます。 

※公園緑地等：市立及び都立公園等に加え、特別緑地保全地区等や大規模施設
内の緑地等で市民に一般開放された施設を含む面積。 

④生垣化率は、“微増傾向”にあります 

市では生垣の造成に対する助成やモデルルートの設定、建築行為等にあたって

の緑化指導による接道部緑化等の推進により、微増傾向にあります。今後、震災
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時の災害防止策としても、ブロック塀から生垣等への転換の推進が求められます。 

⑤保存樹林・保存樹木は、“微増傾向”にあります 

「三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例」に基づき市が指定する保存樹林

は９箇所（平成 31年 4月）、保存樹木は 747本（平成 31年 4月）となって

います。開発事業や相続による売却等により指定する保存樹林・樹木や屋敷林は

年々減少傾向にあることから、平成 26年度に保存樹木等指定に関する制度を一

部見直し、指定の拡充を行いました。また、今後、農地と同様に保全や拡充に関

する制度等の検討や相続税対策に関する国への働きかけなどが求められます。 

⑥市民一人当たりの公園面積は“微増傾向”にあります 

市ではふれあいの里をはじめとする公園緑地の整備や小規模公園の拡張、東京

都施行の都市計画公園の整備について都へ要請するなどの取り組みを行ってき

ており、市民一人当たりの公園面積は微増傾向にあります。引き続き、ふれあい

の里・市民の広場の整備、公園緑地の改修・拡充整備の実施、保存樹林・生産緑

地等の公有地化の推進等、これまでの取り組みに加え、新規の大規模開発におけ

る公園面積の確保など、取り組みの強化が求められます。 

※公園面積：市立及び都立公園に、ＵＲ都市機構と都営住宅等の公園を含む 
面積。 

⑦公園ボランティアが管理する公園数は“微増傾向”にあります  

近年、公園ボランティアが管理する公園数は微増傾向にありますが、ボランテ

ィアの高齢化が課題となっています。市では制度の拡充や広報活動の充実、ボラ

ンティアの育成事業に取り組み、市民管理による公園の増加をめざしています。

自主管理・公園ボランティアの支援、ボランティア活動支援内容の充実、若年層

のボランティア等への参加促進、ボランティア及びコーディネーターの育成など、

これまでの取り組みに加え「ＮＰＯ法人 花と緑のまち三鷹創造協会」を中核と

した活動などにより、市民の活動機会の充実が求められています。 
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■表 2-１ 「三鷹市緑と水の基本計画 2022（平成 22年）」策定時からの状況変化 

 

テーマ 平成 22 年度計画 平成 26 年度実績 平成 30 年度実績 

緑被率 
３３．４６％ 

（平成 21 年度調査） 

３２．０％ 
（平成 24 年度調査） 

３２．５３％ 
（平成 30 年度調査） 

農地面積 １７１ha １５７ha １４９ha 

市民一人当たりの 
公園緑地等の面積 

４．３０㎡ ４．２６㎡ ４．２２㎡ 

公園緑地等面積 ７５．９ｈa ７７．８ｈa ８２．１ｈa 

生垣化率 
２０．５％ 

（平成 21 年度調査） 

２１．２％ 
（平成 24 年度調査） 

２１．９％ 
（平成 30 年度調査） 

保存樹林 
保存樹木 

樹林：10 箇所 
樹木：704 本 

樹林：９箇所 
樹木：712 本 

樹林：９箇所 
樹木：747 本 

市民一人当たりの 
公園面積 

４．０９㎡ ４．０７㎡ ４．１９㎡ 

公園ボランティア
が管理する公園数 

４４公園/３９団体 ４４公園/３９団体 ４９公園/４１団体 
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■図 2-1 緑被分布図 （データ出典：「三鷹市緑の現況調査」（平成 31 年 3 月）） 
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（３）水の現況 

①河川と湧水    

三鷹市には、井の頭池を源として江戸の飲料水の水源であった「神田川」、丸

池付近の豊富な湧水が川の流れをつくりだしている「仙川」、国分寺市恋ヶ窪付

近の湧水群を水源とする「野川」の三本の一級河川があります。これまで治水の

ための改修工事や、良好な河川環境を取り戻すための水辺環境整備が進められて

きましたが、全体としては生きものの生息空間としても、市民が水辺に親しめる

空間としても、十分な環境にあるとは言えない状況になっています。 

河川の水については、各河川とも安定した水源を有しておらず、雨天時に雨水

が流れるだけの排水路となっている区間もあり、渇水期には水が枯渇するなどの

問題も生じています。 

こうした河川の水源ともなる湧水については、平成２年の調査では、市内に

16 箇所確認されていた湧水地点が、平成 7 年の調査では 7 箇所となり、平成

30年度の調査でも 7箇所を維持しています。 

玉川上水については、連続した緑の帯を形成するなど、自然、歴史の両面から

貴重な存在となっており、江戸の用水供給施設として貴重な土木遺産である羽村

市から渋谷区までの開渠部分約 30km が、平成 15年 8月に国の史跡として指

定されています。しかし、樹木の繁茂等による在来種の立ち枯れや法面の崩壊な

ど、適正な保全・管理を進めていく必要が生じてきています。 

今後も、これら湧水を含み市内の水資源の実態調査を定期的に行っていく必要

があります。 

 

  ■表 2-２ 三鷹市内の湧水地点数の推移 

 

 

 

 

 

調査年次 平成７年 平成 12年 平成 15年 平成 20年 平成25年 平成30年 

湧水 

地点数 
７ ７ ７ ７ ７ ７ 
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  ■表 2-３ 三鷹市内の湧水地点（市内全７ヶ所：平成 30年度調査） 

 

 出典：東京都環境局自然環境部水環境課「東京の湧水」（平成 30年） 

 

 

 

名  称 所 在 地 流入河川 

野川公園（３ヶ所点在） 大沢 3-10 野川 

野川公園 大沢 2-15 野川 

野川公園 大沢 2-15 野川 

民家（２ヶ所点在） 大沢 2 野川 

第七中学校崖下 大沢 2-20 野川 

仙川勝渕橋 新川 5-1 仙川 

神田川神田上水橋上流 井の頭 3-1 神田川 
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 ２ 緑と水の課題                     

前項までに整理した近年の市政や社会の背景・動静、ならびに緑と水に関する現況な

どを勘案し、「三鷹市緑と水の基本計画 2022」において、特に取り組むべき新たな課

題を以下のように整理します。 

（１）市民協働による緑と水のまちづくりの更なる展開 

「緑と水の公園都市」を実現するためには、市民、事業者・関係団体等、市が

協働して、緑と水の保全・創出に取り組む必要があります。 

市民活動の面では、平成 21年度に花と緑の市民活動をサポートする中間支援

組織として、「ＮＰＯ法人 花と緑のまち三鷹創造協会」を設立し、より市民に近

いところで緑の市民活動の支援を行う体制の整備を進めています。今後は、支援

のより一層の充実及び拡充、市民の担い手やコーディネーター等の育成、「花と

緑の広場」の市民緑化支援機能の強化等により、市民による市民への緑化意識の

浸透の拡大が期待されています。 

また、都では「東京における自然の保

護と回復に関する条例」に基づき、緑化

計画書制度や開発許可制度等により、民

有地の緑化の誘導を図っています。 

これらの動向も踏まえ、前計画にも増

して市民協働の重要性を認識し、市民、

事業者・関係団体等、市それぞれの役割

と、その具体的な仕組みや施策について

定めた計画とする必要があります。 

 

（２）防災機能の充実と魅力ある公園づくり 

平成 23年の東日本大震災や平成 28年に発生した熊本地震をはじめ、全国各

地で大規模な自然災害が多発しています。また、近年は西日本を中心に広範囲に

大きな被害を及ぼした「平成 30 年７月豪雨」、千葉県や東日本の各所に甚大な

被害が生じた令和元年度の台風 15号や台風 19号など、大規模な風水害なども

発生しています。 

■花と緑の広場 
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■三鷹中央防災公園・元気創造プラザ 

こうした状況の中、高い防災機能を有し、強靭な都市を構築する「防災都市づ

くり」を進めていくことが重要です。貴重なオープンスペースでもある公園は、

避難、復旧・復興活動、被災者支援など、防災における様々な側面において拠点

となる空間であり、そのための準備や機能の充実が求められています。 

平成 29年 4月には一次避難場所となる防災公園と、災害時には災害対策本部

や災害医療対策実施本部等に転換し災害対策活動の拠点となる「三鷹中央防災公

園・元気創造プラザ」がオープンしました。引き続き、市内各所の公園緑地につ

いても災害時における機能や役割を整理しながら、防災機能の向上を図る取り組

みをハード・ソフトの両面から推進していきます。また、枯損が進む樹木の更新

など、台風等の強風による倒木等の対策についても取り組んでいく必要がありま

す。 

さらに、公園緑地の確保と運営の充実を

促進するため、「緑のリサイクル」等に考慮

した循環型の管理、生物多様性保全に配慮

したエコロジカルな環境整備、遊び場広場

（プレイパーク）事業の推進、コミュニテ

ィ・ガーデン整備の推進など「公園・緑地

の適切な活用に向けた指針」を踏まえなが

ら、様々な特色を打ち出しつつ既存の公園

緑地施設の有効活用を図ります。また、引き続き公有地化による恒久的な公園緑

地の確保、防犯性・安全性の向上、ユニバーサルデザインの導入など、市民が緑

と水を身近に感じられる整備と運営に努めていく必要があります 

 

（３）新たなまちづくりの展開への対応 

東京外かく環状道路中央ジャンクション

（仮称）蓋かけ上部空間等を含む周辺地域を

位置付けた「北野の里（仮称）」について、「北

野の里（仮称）まちづくり方針」などと整合

を図りながら、北野地域の持つ「緑と農のあ

る風景」という地域特性を生かした整備など

について、より具体的な位置づけを行います。 

■北野中央公園 
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三鷹駅前エリアなどにおいても積極的に緑化を推進するなど、まちづくり事業

と連携しながら、緑の街並み空間づくりを進めていく必要があります。 

また、その他市内各所で予定されている新たな建築計画や都市計画道路の整備な

どに対して、良好な樹林（屋敷林等）や農地の保全、失われた緑に替わる新たな緑

の創出等に関する適切な対応を求めていく必要があります。 

（４）拠点と軸線を結ぶ面的な「緑と水の連続空間」の形成 

大規模な都市公園等の存在によって、市域の

周辺部に偏りがちであった緑の連なりを市中心

部にも形成していく考え方から「市民センター

～三鷹中央防災公園～農業公園～仙川公園」ま

での「三鷹中央防災公園エリア」と丸池の里（丸

池公園）～新川天神山青少年広場～仙川下流ま

で及び「三鷹駅前エリア～風の散歩道～井の頭

の森～市立アニメーション美術館」の連続した

大きな緑と水のつながりを「緑と水の連続空間」

として位置づけました。 

このように河川等の軸線と緑と水の拠点や沿線の公園を結び付け、かつ周辺部

の緑化を推進することで、厚みのある緑と水のネットワークを形成し、連続した

緑の空間を創出することができます。引き続き、こうした緑と水の連続空間を市

の中心部等に位置付け取り組みを進めることで、緑が有する多様な機能をより効

果的、多面的に発揮できるようにしていく必要があります。 

（５）農地・樹林地等、民有地の緑の保全策の充実 

「三鷹らしい緑」の代表的な存在である生産緑地や屋敷林など、農地・民有地

の緑に関しては、まちづくりと連動した保全・活用施策を進め、『農のある風景』

の保全に努める必要があります。農地の保全に関しては、「三鷹市景観づくり計

画 2022」における「農のある風景保全

地区」、「三鷹市農地の保全に向けた基本方

針」などを活用し、体系的・計画的な保全

施策の推進が求められています。また、指

定から 30年を迎える生産緑地について

は「特定生産緑地」の指定が図られるよう

■丸池の里 

■生産緑地 
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取り組んでいく必要があります。 

三鷹の原風景ともいえる大規模民間施設等の緑の保全と公開についても位置

づけをしていく必要があります。同様に市域に点在する『鎮守の杜』と呼ばれる

寺社境内地の緑や、国分寺崖線及びその周辺の緑などにもあらためて注目し、そ

の保全・活用を図っていくことが求められています。 

 

（６）緑の「質」の捉え方に関する新しい視点 

これまでの計画では、緑と水の公園都市の将来像として、「骨格（軸）」、「拠点」、

「まちづくりのゾーニング」を設定し、長期的な計画に基づく緑化を推進してき

ました。さらに緑と水の公園都市づくりを具体的に推進する施策として「回遊ル

ート整備計画」を位置づけ、市内各所の拠点や、網の目状に設定された回遊ルー

トを確保することで、拡大には自ずと限度のある公園等の面的整備を補完する役

割も担ってきたと言えます。しかし、これまでの進捗状況から、ある程度の広さ

を持った面的緑地や、総延長の長い回遊ルートを今後も引き続き整備していくに

は、財政面や整備候補地等の問題からも、短期での着手・完成が難しい点が多々

あると考えられます。 

そこで本計画では、「公園や拠点＝面状の緑」「街路樹・河川・回遊ルート＝線

状の緑」の緑化を進めていくことと同時に、更に緑と水の「質」を高めていくた

めに新たに開拓すべき「第三の緑」として、「ドット（点）状の緑」の大切さに

着目します。これまでにも各公共施設の緑化、個人宅の庭や集合住宅等の緑地帯

などの民有地の緑、生産緑地などの農地の緑など、「点」の状態で市域全体に散

らばる緑の保全には取り組んでいましたが、その重要性をあらためて位置づけな

おし、「ドット（点）状の緑」＝「点」から「線」「面」へと連続した緑を創出し

ていくことを目指します。「ドット（点）状の緑」は、市や事業者・関係団体等

が事業として整備される「面」や「線」の緑と違い、市民の手による多用な形の

緑のあり方をとらえたものです。こうした多用な緑の存在は、在来種を主とした

草地の確保や外来種対策、生きものの生息地の保全・創出など、時代の要請であ

る生物多様性の観点からも大いに役立つものと思われます。 

このように、緑被の「量」的な増加だけでな

く、景観形成、市民の主体的な緑化推進、環境

問題への貢献、生物多様性への配慮等に貢献す

る機能を有した、緑の「質」的な価値を見直し、

■三鷹台団地ビオトープ 
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それを向上させることを考えていきます。 

▼『ドット（点）状の緑』とは、個人の庭や屋敷林、生け垣、緑のカーテン、壁面・屋

上緑化、ベランダ緑化、集合住宅や企業等の緑地、商店街のプランターなど、小規模で

はありますが、私達の生活に最も身近な緑のことを指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●これまでの緑化の考え方 

  ＝「面」と「線」の緑化が中心 

しかし、ここには何も
無いわけではなく…… 

 

 

実際には、ドット状 

の小さな緑が点々 

と散らばっている。 

「面」（拠点）の緑 

 ・大規模緑地、公園、雑木林 等 

「線」（軸）の緑 

 ・沿道緑化、街路樹、河川 等 

「点」（ドット）の緑 

 ・個人庭、集合集宅の緑地、農地、 

屋敷林、生け垣、壁面・屋上緑化、 

ベランダ緑化、ビオトープ 等 

   

●本計画での新しい緑化の考え方 

  ＝「面」「線」に加え、「点」の緑化を推進 

・市民一人一人にもできる緑化 

・次第に、市域全体としての 

緑の濃さと質を上げていく。 

・都市部では、こうした点在する 

緑の量と質が、生物多様性を 

支えている。 

■図 2-2 「ドット（点）状の緑」の考え方 

●玄関先の緑化の例 

壁面や屋上だけでなく、玄関先のちょっとし
た空間なども、都市部の環境にとっては大切
な緑化の対象になります。 

●バタフライガーデン（野崎吉野東児童遊園） 

蝶を誘致する庭。狭小な場所でも、生きものの
生態に配慮した環境づくりを行えば、生物多様
性の保全に貢献することができます。 
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（７）「三鷹市土地利用総合計画 2022」、「三鷹市景観づくり計画
2022」と連携した計画 

「三鷹市土地利用総合計画 2022」、「三鷹市景観づくり計画 2022」及び「三

鷹市緑と水の基本計画 2022」は、いずれも三鷹市基本計画を上位計画とする個

別計画であり、まちづくりに関して相互に連携・補完する関係にあります。 

「土地利用総合計画」は都市計画法、「緑と水の基本計画」は都市公園法及び

都市緑地法、「景観づくり計画」は景観法にそれぞれ基づいた諸制度を活用する

という役割分担を明確にし、役割分担を行いながらも、相互に調整・整合を取っ

ていく必要があります。 

特に「三鷹市景観づくり計画 2022」は、「三鷹市緑と水の基本計画 2022」

における景観的な配慮を補完する役割であり、連携を強化して対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

■図 2-3 ３計画の連携の考え方 

三鷹市土地利用総合計画 2022 

 三鷹市景観づくり計画 2022 三鷹市緑と水の基本計画 2022 

景観的な補完 

独自の景観づくり制度 

景観条例 
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１ 計画の基本理念 

＜基本理念＞ 

都市の身近な自然が急速に失われていく中で、緑と水の良好な環境が人間の存在

と多様な動植物の生息に欠くことのできないものであることをあらためて認識し、

すべての人々がこれを享受し、守り、次の世代に継承するため、市、市民及び事業

者が協働して、緑と水の保全及び創出に努め、緑豊かでうるおいのある「緑と水の

公園都市」の実現を図るものとします。 

２ 「三鷹市緑と水の基本計画 2022」が目指す都市の将来像   

三鷹市基本構想では、基本目標を「人間のあすへのまち」と位置づけ「高環境・高福

祉のまちづくり」によって実現されるとしています。また、都市全体をうるおいをもっ

た緑と水の公園都市とすることによって、高環境のまちをめざすとしています。三鷹市

の目標とする都市像は、三鷹市基本構想に定めているとおり「緑と水の公園都市」とし

ます。 

緑と水に交わるまち 
緑と水が響くまち 

  緑と水を楽しむまち 緑と水の交響楽
シンフォニー

 

計画の目標像 

緑緑 とと 水水 のの 公公 園園 都都 市市  
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「緑と水の公園都市」とは、「持続可能な都市を目指し、公園的な空間として都市が

存在するような、人にも環境にも優しい、快適空間の都市」であり、下図のようなイメ

ージで構成されます。また、都市空間整備については、都市づくりの骨格、都市づくり

の拠点、都市づくりのゾーニングの３つの都市構造の視点から構築していきます。 

【緑と水の公園都市のイメージ】 

開放された都市空間が市民の 

「共有の財産」となっている都市 

緑と水の公園都市 

清潔で美しい環境が維持され、 

市民がいきいきと生活する都市 

緑や水などの自然環境と 

利便性が調和する質の高い都市 

安全で安心できる生活空間の中で、 

市民がふれあいをもって活動する都市 

郷土の歴史を大切にし、 

新たな文化を創造する都市 
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（１）緑と水の骨格（軸）   

野川、仙川、玉川上水・神田川の３本の河川軸と、三鷹通り・中央通り・コミ

ュニティ道路などの三鷹駅から市民センターまでの南北の一帯及び東八道路と

それとほぼ並行している人見街道一帯の２本の都市軸を緑と水の都市構造を支

える基軸（緑と水の５大軸＝Ｚ軸）として、緑や景観に配慮した安全で快適な都

市空間づくりを行います。 

これらの基軸での具体的な取り組みとしては、４つの「ふれあいの里」での里

づくりや川沿いの緑道・遊歩道の整備、周辺の緑の保全、公園や広場のような高

品質な雰囲気を持った歩行空間づくりなどがあります。 

また、都市軸及びこれを補助する吉祥寺通り、天文台通り、武蔵境通り、新武

蔵境通り、東八道路、連雀通りについては、現在整備が進んでおり、近い将来事

業成果が予想される道路であり、街路樹の有する環境保全機能の役割も含め、道

路緑化や沿道緑化などを通して緑の軸としての機能が期待されることから、緑と

水の都市構造の軸線として位置づけ、質の高い都市空間づくりを行います。 

さらに、遊歩道、コミュニティ道路など、歩行者を中心とした緑と水の回遊ル

ートにより、緑と水を結び回遊性のある都市づくりを行います。 

 

■ 都市整備の骨格の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊主な生活道路は、緑と水の軸線の一部として位置づけられています。 

緑
と
水
系 

中央都市軸：都市計画道路 3・4・17 号（三鷹通り）ほか 

東西都市軸：都市計画道路 3・2・2 号（東八道路）ほか 
都 市 軸  

サ ブ 都 市 軸 

都
市
計
画
系 

基軸ルート（都市軸＋河川軸） 緑 と 水 の 軸 線  

その他遊歩道・コミュニティ道路 

生活道路 

主要生活道路 

まちづくりブロック 

生 活 道 路 網 

中央都市軸の西側：都市計画道路 3・2・6 号（武蔵境通り） 

（新武蔵境通り） 

 

中央都市軸の東側：都市計画道路 3・4・14 号（吉祥寺通り）  

中央都市軸の西側：都市計画道路 3・4・20 号（天文台通り） 

東西都市軸の北側：都市計画道路 3・4・7 号（連雀通り） 
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（２）緑と水の拠点 

大沢の里、牟礼の里、丸池の里及び北野の里（仮称）の４つの「ふれあいの里」

と「三鷹中央防災公園エリア」を緑と水の拠点として位置づけます。「ふれあい

の里」では、三鷹の原風景ともいえる樹林や農地などのふるさと資源を生かしな

がら、緑と水の公園都市を象徴する三鷹の歴史性や風土が感じられる空間づくり

を行っていきます。「三鷹中央防災公園エリア」については、災害時の一時避難

場所機能を担う防災公園と健康・スポーツ施設の整備により、農業公園及び仙川

公園、仙川と一体的な「緑と水の拠点」とします。 

また、都立井の頭恩賜公園、国際基督教大学、国立天文台など、比較的まとま

った規模の緑の空間で、緑と水の都市構造を構成する重要な要素となっているエ

リアを『緑の大空間』として、保全・活用を図るとともに、ルート整備によるネ

ットワーク化を図り、さらに質の高い緑と水の都市空間を形成していきます。 

これらの拠点のほかにも市内には、自然環境を背景とした拠点である『ふれあ

いの里』を補完するものとして、多くの市民が集う文化・スポーツ施設等を中心

とした『市民の広場』（5箇所）、及び、さらに地域に密着したサブ拠点として『出

会いのスポット』（１１箇所）を位置づけ、施設の建替えや建設、都市整備にあ

わせて、その施設を中心に周辺地域を緑や景観に配慮したアメニティ空間として

整備していきます。 

 

■ 都市整備の拠点の体系 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふ れ あ い の 里 

市 民 の 広 場 

出会いのスポット 

大沢の里周辺地区 

牟礼の里周辺地区 

丸池の里周辺地区 

三鷹駅前エリア 

 

芸術文化センターエリア 

市立アニメーション美術館エリア 

市民センター～防災公園エリア 

大沢総合グラウンドエリア 

 

北野ハピネスセンター 

井の頭公園駅前 

北野中央公園 

新川中原コミュニティー・センター 

山本有三記念館 

旧どんぐり山 

高齢者センターけやき苑 

北野の里（仮称）周辺地区 

緑 の 大 空 間 

井の頭恩賜公園一帯（井の頭の森） 

国際基督教大学一帯（ICU の森） 

国立天文台三鷹キャンパス一帯（天文台の森） 

三鷹中央防災公園エリア 

 

中近東文化センター 

仙川・上連雀エリア 

農業公園周辺 

三鷹台駅前周辺 
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（３）緑と水のまちづくりのゾーニング 

市内には、商業・業務が集積する密集市街地や中低密度の住宅地、比較的農地

などの自然環境が残るエリアなど、それぞれの地域に特性があり、緑や水に関す

る状況も異なっています。緑と水の都市空間づくりを全市的に繰りひろげていく

ためには、地域の特性に応じた緑と水のあり方を明確にして誘導を図っていくこ

とが重要となってきます。そこで、まちづくりのゾーニングを基に、緑と水の視

点から５つのゾーニングを設定します。 
 

 

 ■ 緑と水のまちづくりのゾーニングと誘導の方向 

 

①緑に恵まれた良好な住環境の維持が必要なゾーン 

 

特   性 農地や樹林地などの緑に恵まれた良好な住環境を持つ地域 

緑と水のまちづ
くりの方向 

農地や樹林地などの自然環境の保全・活用と宅地内の緑化を推進し、よ
り一層の緑の質の向上を図り、緑と調和した良好な住環境を保全・育成
します。 

②屋敷林や農地の保全により農・住の調和をめざすゾーン 

 特   性 農地等のまとまった緑が点在して残る地域 

緑と水のまちづ
くりの方向 

点在する農地や屋敷林などの樹林の保全と沿道部の生垣化を促進し、地
域の緑がネットワーク化した農住が調和する良好な都市空間の形成を図
ります。 

③緑化の増進を図り良好な住環境の維持・向上をめざすゾーン 

 特   性 低層の住宅を中心としたおおむね良好な住環境を形成している地域 

緑と水のまちづ
くりの方向 

沿道部の生垣化を始めとする宅地内の緑化、道路緑化、公園・ポケット
パークの整備を推進し、良好な住環境の維持及び質の向上を図ります。 

④都市基盤等の整備とともに緑の環境づくりを進めるゾーン 

 

特   性 狭隘な道路や密集した木造住宅など、地域の環境改善が望まれる地域 

緑と水のまちづ
くりの方向 

道路や公園・ポケットパークなどの都市基盤の整備とともに、沿道部の
生垣化や宅地内の緑化を推進し、住環境の改善を図ります。 

⑤中心市街地としての活性化とともに緑の環境整備を図るゾーン 

 

特   性 
市の商業・業務機能が集積する中心市街地で、市の玄関口にふさわしい
都市整備が望まれる地域 

緑と水のまちづ
くりの方向 

再開発や協同建替えなどのまちづくり事業と連携して、公園やポケット
パークの設置を行うとともに、屋上緑化や壁面緑化などを含めた屋外を
活用した多様な宅地内等の緑化を推進し、緑の環境整備を図ります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緑と水の拠点 

ふれあいの里 
現在ある樹林や農地などのふるさと資源を生かしなが
ら、三鷹らしさのあふれる地域の財産として保全、修景
整備を図っていく拠点づくりを行います。 

三鷹中央防災公園エリア 
市民センターエリアにおける一時避難場所の整備と周
辺の農業公園、仙川公園等と一体となった緑と水及び防
災の拠点を形成します。 

市民の広場 
市民が集う都市施設を中心に、周辺地域を緑や景観に配
慮したアメニティ空間として整備します。 

緑の大空間 

公園や樹林地、農地などのまとまりのある緑の空間につ

いては、緑と水の都市構造を形成する骨格として保全・

活用し、さらに質の高い形成を図っていきます。 
 

■緑と水の軸 

都市軸（基軸） 
緑と水の都市構造を支える基軸として、緑や景観に配慮
した安全で快適な都市空間づくりを行います。 

サブ都市軸 
都市軸を補助する幹線道路等を緑と水の都市構造のサブ
的な都市軸として、質の高い都市空間づくりを行います。 

河川軸（基軸） 
遊歩道の整備や河川と隣接する公園との一体的な整備、
親水空間の創出など、緑と水の都市構造を支える基軸と
して充実を図っていきます。 
 

 
■緑と水のまちづくりのゾーニング 

緑に恵まれた良好な住環境の維持が必要なゾーン 
農地や樹林地などの自然環境の保全・活用と宅地内の緑
化を推進し、より一層の緑の質の向上を図り、緑と調和
した良好な住環境を保全・育成するゾーン 

屋敷林や農地の保全により 

農・住の調和をめざすゾーン 
点在する農地や屋敷林などの樹林の保全と沿道部の生
垣化を促進し、地域の緑がネットワーク化した農住が調
和する良好な都市空間の形成を図るゾーン 

緑化の増進を図り良好な住環境の 

維持・向上をめざすゾーン 
沿道部の生け垣化を始めとする宅地内の緑化、道路緑化、
公園・ポケットパークの整備を推進し、良好な住環境の維
持及び質の向上を図るゾーン 

都市基盤等の整備とともに緑の 

環境づくりを進めるゾーン 
道路や公園・ポケットパークなどの都市基盤の整備とと
もに、沿道部の生け垣化や宅地内の緑化を推進し、住環
境の改善を図るゾーン 

中心市街地としての活性化とともに 

緑の環境整備を図るゾーン 
再開発や共同建替えなどのまちづくり事業と連携して、
公園やポケットパークの設置を行うとともに、屋上緑化
など多様な宅地内の緑化を推進し、緑の環境整備を図る
ゾーン 

0 500 1000 

大沢の里 

牟礼の里 

芸術文化センターエリア 

三鷹駅前エリア 

市立アニメーション美術館エリア 

大沢総合グラウンドエリア 

北野の里 
（仮称） 

国際基督教大学 

国立天文台 

井の頭恩賜公園 

丸池の里 三鷹中央防災公園エリア 

市民センターエリア 

将来像図 

（ＩＣＵの森） 

（天文台の森） 

（井の頭の森） 

■緑と水の連続空間 

緑と水の拠点や緑と水の軸
などをつなぐ面的な大きな
緑地の連なり 

koizumi
テキスト ボックス
33



第３章 計画の基本的考え方 

 

35 

３ 計画の基本方針と目標指標                   

本計画がめざす「緑と水の公園都市」の将来像を実現するためには、緑と水を

都市の共有財産として守り、つくり育て、そしてそれらを地域のまちづくりに生

かしていくとともに、こうした取り組みを支える体制やしくみづくりを行ってい

く必要があります。そこで、本計画においては、 

 

①守る（保全）    ②つくり育てる（創出）  

③生かす（まちづくり）  ④支える（協働の取り組み）  

……の４つを計画の柱として取り組んでいくこととします。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、緑と水の多くは、武蔵野の雑木林、寺社林、玉川上水、用水路などの自

然資源、農地、屋敷林などの緑地・景観資源としてだけでなく、地域固有の歴史・

文化を伝える資源として捉えることができます。そこで、歴史・文化遺産を、緑

や水と同様の地域資源として連携を図りながらまちづくりに生かし、より個性的

で魅力ある地域づくりを行っていくこととします。 

そして計画を着実に進行させるため、市民、事業者・関係団体等、市の総合的

な取り組みによって推進すべきテーマと、達成すべき「目標指標」を設定します。

これらは、計画の進捗状況を把握するため、計画目標である令和 4年度（2022

年度）までの間、定期的に点検を行っていきます。 

■ 計画の基本方針の構成イメージ 
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（１）「緑と水の公園都市」をつつむ緑と水を守る         

市内には、国分寺崖線、国立天文台や国際基督教大学などのまとまりのある樹

林地や土の香りを感じさせる農地、地域の風土を伝承する社寺林や屋敷林など、

さまざまな緑が残っており、都市をつつむ貴重な環境資源となっています。また、

野川・仙川・玉川上水及び神田川といった河川や湧水など、恵まれた水資源も三

鷹市の特徴の一つとなっています。こうした都市における貴重な自然を守り、「緑

と水の公園都市」にふさわしい自然と共生する良好な環境のまちをめざします。 

 

 

テーマ 
計画時点 現況値 現況値       計画目標 

（平成 22 年度） （平成 26 年度） （平成 30 年度）   （令和４年度） 

緑被率 
３３．４６％ 

（平成 21 年度調査） 
３２．００％ 

（平成 24 年度調査） 
３２．５３％   

（平成 30 年度調査） 
３３．００％ 

農地面積 １７１ha １６１ha １４９ha １４０ha 

保存樹林 
保存樹木 

樹林：１０箇所 
樹木：７０４本 

樹林：９箇所 
樹木：７１２本 

樹林：９箇所 
樹木：７４７本 

現状維持に 
努める 

 

 

●緑被率 

  緑被率とは、樹林地、草地、農地など直接的に地表面が植物で覆われている緑

被地の面積が市域面積に占める割合を指します。 

今後も自然緑地や農地等の保全、接道部緑化・屋上緑化など宅地内の緑化の推

進を図り、平成 30年度調査の水準の維持に努めます。 

 

●農地面積 

農地面積は課税台帳に基づく数値であり、計画目標値は、三鷹市農業振興計画

2022 等との整合を図っています。しかしながら、農地を都市緑地として位置づ

けた都市緑地法の改正などを踏まえ、今後も農地の保全・活用や都市型農業の育

成を図り、農耕地の維持に努めます。 

 

●保存樹林・保存樹木 

  保存樹林・保存樹木とは、「三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例」に基

づき、自然環境の保全、美観及び風致を維持するため必要があると市長が認める

とき、その所有者及び占有者の同意を得て指定される樹林、あるいは樹木のこと

を指します。 

今後も保存樹林・保存樹木の枯死や損傷、伐採などを防止、その育成と保全、

回遊ルートとの連携などの活用に努めます。 
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（２）「緑と水の公園都市」を実感できる身近な緑と水をつくり育てる 

「緑と水の公園都市」にふさわしい都市としての風格や気品を高めていくには、

豊かで質の高い緑やオープンスペースを確保することが重要となってきます。ま

た、健康で安全かつ快適な生活を営むことができる環境の保全には、身近な緑や

水のもたらす効果は欠くことのできないものです。そこで、街路樹の整備や公共

施設・民間施設の緑化を推進するとともに、自然を学び、自然にふれあうことが

できる憩いの場を地域の特性に合わせてつくり出し、「緑と水の公園都市」にふ

さわしい健康的で魅力ある都市環境を育んでいきます。 
 

テーマ 
計画時点 現況値 現況値 計画目標 

（平成 22 年度） （平成 26 年度） （平成 30 年度） （令和４年度） 

公園緑地等面積 ７５．９ｈa ７７．８ｈa ８２．１ｈa ９０ｈa 

市域面積に対する
公園緑地等の割合 

※注１ 
４．６０％ ４．７２％ ５．００％ ５．４８％ 

生垣化率 ※注２ 
２０．５％ 

（平成 21 年度調査） 

２１．２％ 
（平成 24 年度調査） 

２１．９％   
（平成 30 年度調査） 

２２．０％ 

屋上緑化 
３３７箇所 

２４,８４３㎡ 
（平成 21 年度調査） 

２６８箇所 
２５,３５７㎡ 
（平成 24 年度調査） 

３０３箇所 
３２,４０２㎡ 
（平成 30 年度調査） 

３３６箇所   
３６,０００㎡ 

 
※注１：市域面積＝１６．４２㎢。平成 27年 3月 31日までは１６．５０㎢。 
※注２：市内道路の接道延長に対する生け垣及び生け垣とブロック等の併用（生垣系）の延長。 
 

●公園緑地等面積 
  公園緑地等面積には、市立及び都立の公園・広場・緑地に加え、大規模施設等
で市民に一般開放された施設を含みます。 

 
●市域面積に対する公園緑地等の割合 
  市域面積に対する公園緑地等の割合とは、上記（※注１）の市域面積全体に対
する、「公園緑地等面積」が占める割合を示した数値です。 
今後も公園緑地の整備や民間の持つ大規模緑地等の一般開放を推進し、公園緑

地等の面積の増加を目指します。 

 

●生垣化率 
  生垣化率とは、市内の道路の接道延長に対する生け垣及び生け垣とブロック等
の併用（生垣系）の延長の割合を示した数値です。 
今後も生垣の造成に対する助成やモデルルートの設定、開発事業等にあたって

の緑化指導により接道部の緑化を推進します。 
 

●屋上緑化 
  屋上緑化とは、建物の屋上やテラスなどの人工地盤上の緑化地のことを示し、
上記はその箇所数と面積を示した数値です。 
都市化の進む現在の三鷹市においては、重要な緑化方策の一つになるため、開

発事業等にあたっての緑化指導による屋上緑化を推進します。 
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（３）緑と水をつなぎ「緑と水の公園都市」にふさわしいまちづくり 

緑と水のまちづくりについては、これまで「緑と水の回遊ルート整備計画」に

基づき、主に公園都市の骨格づくりをめざした拠点（公園都市の核）づくりとみ

ち（公園都市の軸）づくりを行ってきましたが、緑と水の都市空間を形成してい

くためには「緑と水の連続空間」のように面的な広がりをもった整備を進めてい

く必要があります。今後は、これまでの成果をモデルに、緑と水の基盤整備の一

層の充実を図るとともに、それらを有機的に結びつけ回遊性のある都市づくりを、

市民、事業者・関係団体等との協働により、全市的に展開していきます。 

こうした緑のオープンスペースを、延焼遮断帯や避難路としての機能を持つ緑

道や河川ルート等で結びネットワーク化していくことは、災害に強いまちづくり

を進めていくことにもなります。 

また、緑と水のネットワークづくりにおいては、都市環境の保全や生物多様性

の保全といった点からも、地域レベル、周辺区市、さらに広域レベルまで連続し

ていくことが重要です。そこで、河川や国分寺崖線など、広域的な緑や水の保全、

整備にあたっては、東京都や周辺区市とも連携を図りながら取り組み、市周辺域

の緑や水辺環境などとの繋がりや調和にも配慮した緑と水のネットワークの形

成をめざします。 

 

テーマ 
計画時点 現況値 現況値 計画目標 

（平成 22 年度） （平成 26 年度） （平成 30 年度） （令和４年度） 

市内の公園緑地 
面 積 

７２．４ｈa ７４．３ｈa ７８．７ｈa ８１．０ｈa 

 

●市内の公園緑地面積 

  市内の公園緑地面積には、市立・都立等の公園に加え都市緑地や開発に伴う提

供緑地、青少年広場等の面積を含みます。 

ふれあいの里をはじめとする公園緑地の整備や小規模公園の拡張、東京都施行

の都市計画公園の整備について都へ要請するなどにより、市内の公園緑地面積の

増加をめざします。 
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（４）協働で進める「緑と水の公園都市」 

三鷹市は、自然環境に恵まれた良好な住宅都市として発展してきましたが、都

市化に伴い、年々緑や湧水が減少している状況にあります。緑と水を守り、増や

していくためには、大部分を占める民間施設の緑化や民有緑地の保全が重要であ

り、そのためには市民参加による協働の取り組みが必要となってきます。 

そこで、子どもから大人まで全ての人が、緑や水などの自然やそれらに囲まれ

た歴史・文化環境について理解を深め、共通した認識の基にさまざまな地域活動

に参加できるよう、必要な情報の収集や提供を行うとともに、身近に自然に触れ、

環境について学ぶことができる場づくりを行います。また、市民、事業者・関係

団体等、行政がそれぞれの役割を分担しながら、まちづくりを進めるための制度

や仕組みを整備し、「緑と水の公園都市」の実現を協働で推進します。 

また協働に際して若年層の参加を促す取り組みを検討します。 

 

テーマ 
計画時点 現況値 現況値 計画目標 

（平成 22 年度） （平成 26 年度） （平成 30 年度） （令和４年度） 

公園ボランティアが管
理する公園数・団体数 

４４公園 
３９団体 

４４公園 
３９団体 

４９公園 
４１団体 

６０公園 
５０団体 

 

 

 

●公園ボランティア制度 

  ５人以上の市民等のボランティア団体が、公園等の美化活動などの日常的な維

持管理を行う「公園ボランティア団体」として市に申請し、認定された場合には、

清掃・管理用具（ほうき、ちり取り、軍手、かま、せん定ばさみ、じょうろ等）

を支給する制度です。 

  今後も、制度の周知やコーディネーターの育成などにつとめ、公園ボランティ

アの団体数、および、それらの団体が清掃・管理作業に参加している公園の増加

を目指していきます。 
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緑 の 保 全 

自然緑地の保全 
◎●回遊ルート周辺の自然緑地の重点的保全 ●巨木・名木などの景観重要樹木の調査・保全 ○「緑の大空間」の保全・活用  ・
風致地区、自然環境保全地区、特別緑地保全地区等の指定  ・保存樹木等の指定  ・市民緑地制度等の活用  ・雑木林の再
生事業の検討 ・国分寺崖線及びその周辺の緑の保全  

農地の保全と活用 

○回遊ルートと整合した農地等の活用 ○市民農園・学校農園等の拡充・充実 ●農のある風景保全地区制度の活用 
◎●農地の保全・整備手法の検討と三鷹市農地の保全に向けた基本方針の推進 ・生産緑地地区の活用 ・土地税制・生産緑地制
度に関する国等への要請  ・都市型農業の育成  
●農の風景育成地区制度の活用 

民間緑地等の市民開放の推進 ●公共施設・大規模施設内緑地の開放の推進  ・オープンガーデンの設置 

緑のリサイクル ・エコ野菜地域循環事業の推進   ・グリーンバンクの検討 

 

水 環 境 の 
保 全 ・ 再 生 

河川環境の保全・再生 ・仙川上流部・中仙川（中原地区）等の整備  ・河川水量の確保  ・水辺環境の保全・再生   

水循環の保全・再生 ・雨水浸透施設の設置  ・地下水、湧水の保全  ・湧水の調査  ・公共施設の浸透施設の整備   
・雨水貯留浸透施設の設置の促進  ・雨水利用の促進 

 

生物多様性の 
保 全 ・ 再 生 

生物多様性に配慮した緑の保全 ○●生物多様性保全に寄与する、「質」に着目した緑の保全・創出  ・市域内の生物調査の実施 

生息環境の保全・再生 ●生息空間の保全・再生  ・ビオトープの創出 

 

公園・緑地の 
整 備 

公園・緑地の拡充整備 ◎公園緑地の改修・拡充整備の実施 ◎●安全で安心な公園づくりの推進 ・公園・緑地・緑道のバリアフリー化の推進 

魅力的な公園づくりの推進 
●遊び場広場（プレイパーク）の整備と運営支援の拡充 ●健康づくりに寄与する公園づくり ・特色ある公園の整備  
・親水公園化・防災公園化の促進 ●コミュニティ・ガーデン（地域庭園）設置の推進 ・受動喫煙防止対策の実施 
・ボール遊びができる公園や健康遊具の設置などをバランスよく配置  

公有地化の推進 ●借地公園等の公有地化の推進 ・公有地化のための新たな財源の検討 

 

緑 あ ふ れ る 
地域環境の創出 

地域緑化の推進 ●市民緑化の推進と支援 ・農業公園の活用 ●接道部緑化の推進 ・花いっぱい運動の推進 

民有地の緑化の推進 
○「ドット（点）状の緑」の保全 ○寺社境内地の緑の保全 ○「ドット（点）状の緑」の推進 ○屋上緑化・ベランダ緑化等の
推進 ○法人所有を加えた保存樹木制度・緑化基準の見直しや拡充による緑化の推進 ・事業所等緑化助成事業の実施 ・大規模
施設の緑化の推進 ・緑の協定の活用 ・市内産樹木や花卉の利用 ・緑化助成制度の見直しや拡充 

公共施設等の緑化・公園化 ・公共施設等の緑化の充実と公園化 

 

災害に強い 
公園づくりの推進 

既存公園における防災機能の 
見直し 

◎○●既存公園における防災機能の見直しと強化 

新規公園整備における防災機能の
強化 

◎○●新規公園整備おける防災機能の強化 

 

緑 と 水 の 
拠 点 づ く り 

拠点整備の推進 
◎●新規の「北野の里（仮称）」を含む、ふれあいの里の整備と活用  ●緑と水の環境整備重点地区の指定  ○緑と水の面的
な連続空間の形成  ○「緑の大空間」の活用  ◎市民の広場の整備  ・アニメーション美術館との連携  ・出会いのスポ
ット、ポケットパークの設置 

 

緑 と 水 の 
軸 づ く り 

ルート整備の推進 
◎●拠点周遊ルート等の整備 ●三鷹型エコミュージアム関連ルートの整備  ◎●河川ルートの整備  ○街路樹の保全・創出 
・コミュニティ道路の整備  ・モデルルート等の整備 ・道路の環境施設帯における緑の保全と創出 

 

緑 と 水 の 
回遊ルートの 
ネットワーク化 

地域文化財とのネットワーク化 ・エコミュージアムモデル事業の実施  ○地域文化財の保護・活用・エコミュージアムのネットワーク化の推進 

緑と水に調和した景観づくり 
・「三鷹市景観づくり計画 2022」との連携  ・アメニティマップづくりの実施  ◎ふれあいの里・市民の広場等周辺の景観
づくりの推進  ・公共事業等における景観づくりの推進  ・公園美化の推進 

 

協 働 の 
まちづくりの推進 

市民参加の推進 
●自主管理・公園ボランティアの支援  ○ワークショップ方式による公園づくりの推進  ○広報・イベント・コミュニケーシ
ョン方法の見直し・強化  ・多様な市民参加の推進  ・地区計画制度等の活用  ・緑のフリーマーケットの開催 

自然教育、環境教育、地域の歴史 
文化教育の推進 

・自然観察会の実施  ・自然環境での体験学習の実施  ・学校教育における環境学習、地域学習の推進   
・自然環境、地域の歴史・文化に関する講座の充実 

 

協働のしくみづくり 

連携の拡充、強化 
・各住区の緑化に関する住民協議会との連携  ・緑のボランティア団体等との緑化活動の連携   
・東京都、近隣自治体との連携の強化 ・専門機関等との連携の強化 ・公民連携による公園・緑地の管理・運営等の検討 

人財の育成と体制づくり 

◎●花と緑のまちづくり事業の推進 ○●「NPO 法人 花と緑のまち三鷹創造協会」との協働の拡充  ○●「花と緑の広場」を
拠点とした市民緑化活動の支援  ●ボランティア、コーディネーターの育成  ○緑と水の情報ネットワークの構築  ・ボラ
ンティア活動支援の充実  ・市民緑化推進委員会との連携及び協働の推進  ・公園の活性化に関する協議会設置の検討 
・若年層の参加促進に向けた取り組み 

自然環境調査等の実施 
○地域文化財の調査・研究の実施  ○近代文化遺産についての調査・研究の充実  ・緑の基礎調査   
・緑被率調査の実施  ・自然に関する調査の実施  ・湧水を含む水資源の調査 

◎主要施策、●重点事業に関連する施策 ○新規・拡充した施策  を表します。 

[守る] 

「緑と水の公園都市」を 

つつむ緑と水を守る 

[つくり育てる] 

「緑と水の公園都市」を 

実感できる身近な 

緑と水をつくり育てる 

[生かす] 

緑と水とつなぎ、 

「緑と水の公園都市」に 

ふさわしいまちをつくる 

[支える] 

協働で進める 

「緑と水の公園都市」の 

まちづくり 

緑 

と 

水 

の 

公 

園 

都 

市 

４ 計画の体系 
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