
施策 19  水と緑による快適空間づくり  （新施策 27 水と緑による快適空間づくり） 

主管課名 緑と公園課 

関係課名 
（組織順） 

文化振興課，産業振興課，農政課，環境政策課，下水道課，都市計画課，街づくり事業課，道路管理課，

郷土博物館 
 

目 
的 

対 象 自然，市民 

意 図 
自然が保全・創出される 
自然との共生が図られる 

 
◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ１１４＞ 

 湧水，公園，崖線，里山などの水辺や緑地を保全し，連続性のある自然動植物の生息空間と緑豊かな美しい街並み・

景観を形成することで，快適な空間づくりをめざします。 
 

成 果 指 標 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 2３年度 平成 2４年度 
目標値 

（平成 24 年度） 

１ 市内の公立公園や緑地等の

面積（市立公園等の面積） 

 ※見直し成果指標 

129 万 726 ㎡ 

(42 万 6298 ㎡) 

133 万 1830 ㎡ 

(42 万 8767 ㎡) 

134 万 140 ㎡ 

(42 万 7176 ㎡) 

136 万 8491 ㎡ 

(42 万 4822 ㎡) 

154 万㎡ 

(43 万 1000 ㎡)

２ 公有化されている崖線緑地

面積（市有化されている面積） 

 ※見直し成果指標 

3 万 5550 ㎡

(1 万 9905 ㎡)

３万 6282 ㎡

(2 万 637 ㎡) 

4 万 563 ㎡ 

(2 万 4918 ㎡)

4 万 3601 ㎡ 

(2 万 7956 ㎡) 

3 万 8500 ㎡

(2 万 2855 ㎡)

３ 湧水数 ― － ２６か所 － 36 か所 

４ 崖線緑地等を協働で管理す

る市民団体数 

 ※見直し成果指標 

4 団体 ５団体 ５団体 ５団体 7 団体 

＊「見直し成果指標」は，基本計画策定後の社会経済状況の変化や，施策の成果の達成状況等を勘案し，見直しが適切，必要と思われるものについて，平

成 21 年度に見直しを図った成果指標です。新たに設定した指標については平成 20 年度以前の数値が未把握の場合があります。 

＊目標値設定の考え方は，調布市基本計画見直し成果指標（Ｐ294～P333）を参照してください。 

 

◆施策の体系 

＜基本計画推進プログラム事業＞

農政課

（再掲） 深大寺地区のまちづくりの推進　H230 街づくり事業課

（再掲） 観光協会事業の促進　G200 産業振興課

（再掲） 農業体験ファームの拡充　E260 農政課

（再掲） 市内農産物の直売の推進　E240

（再掲） エコミュージアム構想の推進　B280 郷土博物館

（再掲） 国史跡深大寺城跡の整備　B210 郷土博物館

環境学習の実施・支援 環境政策課

深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の保全・活用 環境政策課19-4 深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の保全・活用 E210

E200

自然との共生 E190 崖線緑地等の管理 緑と公園課19-3

（再掲） 合流式下水道の改善　F190 下水道課

（再掲） 雨水浸透による湧水涵養と水防対策の促進　E150

緑と公園課

環境政策課

E180 公園緑地の整備と公有化の推進 緑と公園課

19-2 水と緑の回復・創出 E170 調布基地跡地（留保地）スポーツ・防災公園の整備 緑と公園課

E160 緑の基本計画の改訂・推進 緑と公園課

環境政策課

E165 快適な公遊園の維持管理

19-1 水と緑の保全 E150

＜基本事業＞ ＜所管課＞

雨水浸透による湧水涵養と水防対策の促進
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指標 
データ 

１ 市内の公立公園や緑地等の面積 

 

 

 

 

 

 

 ２ 公有化されている崖線緑地面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 湧水数 ４ 崖線緑地等を協働で管理する市民団体数 

 

 

 

 

 

 

 

◆成果指標でみる達成状況 

１「市内の公立公園や緑地等の面積（市立公園等の面積）」 

市内の公立公園等の面積は，武蔵野の森公園の整備等が進み，約２万８，４００ｍ２の拡大を図りました。

市立の公園等の面積は，約２，４００ｍ２の縮小となりましたが，これは，新規公園整備１箇所及び開発

による提供公園が２箇所あったものの，借地公園・緑地において２箇所の返還があったことによります。 

２「公有化されている崖線緑地面積（市有化されている面積）」 

仙川崖線緑地及び国分寺崖線（若葉町３丁目第４緑地）の用地取得を行ったことにより，約３，０００ 

ｍ２増加し，目標値を１３％（市有化では，２２％）上回ることができました。 

３「湧水数」 
平成２４年度に調査は実施しておりません。（平成２７年度実施予定） 

４「崖線緑地等を協働で管理する市民団体数」 

団体数の増加はなかったものの，活動団体と協議を行い，崖線樹林地保全活動協働事業実施要綱を策定し

ました。 
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◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本事業別に記載しています） 
１９-１ 水と緑の保全 

市内の湧水涵養・治水対策として，雨水浸透ます等の設置指導・支援を行いました。既存住宅へ３３基の

設置補助を行い，開発区域内には，８４６基の雨水浸透ますの設置及び２，１５６メートルの浸透トレンチ

の設置を指導しました。 

 また，緑の基本計画の推進については，取組実績等を取りまとめた「平成２３年度 緑の基本計画年次報

告書」を公表しました。 

さらに，緑の基本計画の重点計画の一つ「緑のまちづくり応援計画」の展開として，制度の見直しを行っ

た花いっぱい運動を推進するとともに，ガーデニング講座を開催しました。 

公遊園の維持管理については，安全・安心な公遊園の維持のため，公園施設長寿命化計画に基づき，公園

内の遊具の更新・補修を３０箇所で実施するとともに，ぬの多公園トイレ改修のための実施設計を行いまし

た。今後の公園整備の基礎資料とするため，公遊園利用実態調査を実施しました。 

１９-2 水と緑の回復・創出 

 崖線の緑などまとまった緑を保全するため，特別緑地保全地区指定に向けた検討を行いました。 

 調布基地跡地スポーツ・防災公園の整備については，基本設計及び自然環境調査を実施しました。 

公園緑地の整備と公有化については，仙川崖線緑地及び国分寺崖線（若葉町３丁目第４緑地）の用地取得，

公園緑地の整備として，若葉町２丁目第２緑地，調布台タブノキ公園の整備を行いました。また，多摩川市

民広場，（仮称）布田南ふれあい公園の整備に向けた設計を行いました。 

庁内検討会である環境調整協議会の同深大寺・佐須地域環境保全等推進部会において，農業・農地を活か

したまちづくり事業のひとつとして，田んぼや用水路等の水辺環境の保全・回復について検討しました。 

１9-３ 自然との共生 

市民による崖線樹林地等の環境学習や保全管理を，５団体で実施しました。また，せん定講座を開催しま

した。環境学習として，小中学生を対象に，自然を体験・観察する「こどもエコクラブ」事業を４回，市内

に残る樹林の維持管理と技能の取得を目的に，樹木せん定講座を４回，「雑木林塾」を６回，自然環境につ

いて調査し考える「環境モニター」を７回，「環境市民会議」（学習会，交流イベント）を３回，小学生対象

の「水辺の楽校」を４回，「神代農場環境学習」を５回実施しました。また，環境学習の支援として，市民

の環境学習において，講師を３回派遣し，環境保全に関する市民意識の高揚を図りました。 

多摩川を中心とした自然環境を学べる環境学習施設である多摩川自然情報館で，魚・昆虫・植物の展示や

月別イベント及び夏休みイベントを実施しました。 

１9-４ 深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の保全・活用 

（仮称）深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画を策定するため，庁内検討会である環境調整協議

会の同深大寺・佐須地域環境保全等推進部会において，農業・農地を活かしたまちづくり事業及び新たな基

金の創設について検討しました。 

市民を対象とした懇談会を２回，生産緑地を所有する農業従事者等を対象とした意見交換会を２回開催し

深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の保全について意見交換を行いました。 
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