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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Ｐ182＞ 

人と自然との共生を目指すために，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・景観を形成する快適な空間づくりに取り組みます。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 公共が保全する緑の面 

積【☆，◎】 
146.63ha 148.69ha 148.70ha 149.07ha 149.5ha 

２ 市民一人当たりの公園 

面積【☆，◎】 5.75㎡ 5.69㎡ 5.58㎡ 5.54㎡ 5.66㎡以上 

３ 区域での環境学習等の 

延べ参加人数【☆，◎】 

 

7,529人 5,830人 5,４08人 6,023人 

3万人 

（4か年累計）

（平成27～30

年度） 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 公共が保全する緑の面積【☆，◎】 
 深大寺・佐須地域の豊かな環境を調布の貴重な財産として，次世代に引継ぐため，「調布市深大寺・佐
須地域環境資源保全・活用基本計画」に基づき，約 4,126㎡を土地開発公社が取得いたしました。また，
緑ケ丘，上石原における新設公園の開園や開発等に伴う提供公園の設置により，公園面積が増加しました。
一方で，調布市自然環境の保全等に関する条例に基づく保全地区は，指定の解除により減少したものの，
公共が保全する緑の面積は，0.37haの増加となりました。 
 
２ 市民一人当たりの公園面積【☆，◎】 
 緑ケ丘，上石原における新設公園の開園や開発等に伴う提供公園の設置や土地開発公社の土地取得によ
る深大寺自然広場の拡大により，公園の全体面積は約 4,592㎡増加しました。一方で，人口増加の影響が
あり，一人当たりの公園面積は昨年度の 5.58㎡よりも減少しました。平成２６年度以降，徐々に減少傾向
にあり，平成３０年度の目標値である 5.66㎡（平成２３年度現状値）を下回る状況となっています。 
 
３ 区域での環境学習等の延べ参加人数【☆，◎】  
区域での環境学習等の延べ参加人数は,６，０２３人となり，平成２８年度と比較し約６００人増加しま

したが，３年間の累計では１７，２６１人となり，平成３０年度の目標値である４か年累計３万人を下回
る状況となっています。野草園でのホタル観賞会が中止となったのが主な原因です。 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№27 水と緑による快適空間づくり） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
２７－１ 水と緑の保全（総合戦略Ｉ－①） 
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１３基

の設置補助を行い，新規住宅や開発区域内へ，２，６６４基の雨水浸透ます及び２，７７１ｍの浸透トレ
ンチが設置されました。 
緑の保全に向けた制度の活用及び公有化の取組として，市内に残る貴重な緑を将来世代へ継承するた

め，「調布市深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画」に基づき，深大寺南町２丁目において約 
４，１２６㎡を土地開発公社にて取得しました。また，平成２５年度に「特別緑地保全地区」を指定した
緑ケ丘のみんなの森において，約421㎡を用地取得しました。 
入間町周辺地区地区計画において地区施設に指定された入間町 2丁目緑地について，平成 27年 11

月に寄附受けした区域など，平成28年度に実施した現況調査結果に基づき，概ね１０年後の将来像を見
据えた崖線樹林地の保全管理に関する計画策定のための検討を進めました。 
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

園内における２１基（１２公園）の遊具の更新を実施しました。 
 

２７－２ 水と緑の創出（総合戦略Ｉ－②） 
地域ごとの公園機能に関する具体的な方向性を示す機能再編整備プランとして，平成２9年 5月に策

定した「調布市公園・緑地機能再編整備プラン（案）」に基づき，地域の皆様を中心に意見交換を行い，
「多摩川市民広場改修と周辺地区の機能再編整備プラン」を策定しました。また，平成30年度からの工
事を予定している多摩川市民広場の実施設計を進めました。 
新設の公園整備については，緑ケ丘地域福祉センター隣接地の緑ケ丘 2丁目公園及び上石原 3丁目の

いそじろう公園の暫定整備が完了しました。また，京王線が地下化された敷地の活用に向け，鉄道敷地全
体の計画である「鉄道敷地整備計画」において，「水木ゾーン」と位置付けた調布駅西側の鉄道敷地用地
のうち，鶴川街道西側の公園用地について，庁内関係部署と調整を図るほか，関係者との検討を進め，設
計に着手しました。また，「映画ゾーン」と位置付けられている相模原線の公園用地について，用地取得
しました。 
「調布市緑の基本計画」の重点計画のひとつ「緑のまちづくり応援計画」の展開として，花いっぱい運

動の拡大を目指して，ガーデニング講座を年３回開催しました。また，樹木せん定講座を実施するととも
に昨年度に引き続き，調布駅南口広場において，春と秋に「緑と花の祭典」を開催しました。 
 

２７－３ 深大寺・佐須地域環境資源保全・活用の推進（総合戦略Ｉ－③） 
雑木林ボランティア講座・こどもエコクラブ・神代農場公開講座等を開催し環境保全意識の啓発を図り

ました。 
深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画に基づき，買取り申出のあった生産緑地について，調布

市土地開発公社により先行して取得しました。今後の市による買戻しに向けて，土地の活用方法の検討を
行いました。 
里山の自然環境を守り，育てていくための指標として，ホタルを飼育し，ホタル観賞会を予定しており

ましたが，ホタルの生育状況が芳しくないことから，観賞会は中止しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№27 水と緑による快適空間づくり） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・入間町周辺地区地区計画において地区施設として指定した国分寺崖線の樹林地を寄附受けするとともに仙川崖線緑地の用地の一部

を公有化したほか，緑の連続性を踏まえ，国分寺崖線の深大寺元町地区などの民有地で地域制緑地制度の活用検討を実施した。こ

れらの結果，公共が保全する緑の面積が昨年度から約２．１ｈａ増加し，１４８．６９ｈａとなった。 

・概ね１０年後の将来像を見据えた崖線樹林地の保全管理方法について，仙川崖線緑地，布田崖線で計画を策定するとともに，公園

施設について，長寿命化計画に基づき，５４公園の７６基の遊具の更新・補修を行った。 

・布田駅南土地区画整理事業区域内に「布田南ふれあい公園」を新規整備したほか，利用者ニーズを踏まえ，国領町の「くすのき第

１児童遊園」においてボール遊びできるよう地元自治会と調整し運用を開始した。 

・市制施行６０周年記念事業『花いっぱいプロジェクト』として，都立神代植物公園無料開放区域及びクリーンプラザふじみ西側沿

道について関係者と連携を図り取組を実施した。 

・農業・農地を活かしたまちづくり事業を活用し,佐須農の家の建築・用水路機能改善工事・ガイドマップの作成等を行い,深大寺・佐

須地域環境資源保全・活用基本計画に基づく事業を実施することで,人と自然との共生に寄与することができた。 

・深大寺・佐須地域の自然環境を守り育てるため,地域での環境学習事業を実施し,環境保全意識の啓発を行った。 

 

（平成２８年度） 

・市内に残る貴重な緑を将来世代へ継承するため，深大寺元町３丁目の国分寺崖線樹林地約０．４３ｈａについて特別緑地保全地区

を指定するとともに，指定区域の一部を土地開発公社にて取得した。 

・入間町周辺地区地区計画にて地区施設として位置づけた入間町２丁目緑地について，概ね１０年後の将来像を見据えた保全管理に

関する計画策定に向け，現況調査を行うなど検討を進めた。 

・地域ごとの公園機能に関する具体的な方向性を示す機能再編整備プランとして，平成２9年5月に策定した「調布市公園・緑地機

能再編整備プラン（案）」に基づき，地域の皆様を中心に意見交換を行い，「多摩川市民広場改修と周辺地区の機能再編整備プラン」

を策定した。また，平成30年度からの工事を予定している多摩川市民広場の実施設計を進めた。 

・緑ヶ丘2丁目の緑ヶ丘地域福祉センター隣接地における公園整備について，地元自治会を中心に意見交換会を実施しながら設計を

行った。 

・北ノ台小エリアに新設された「はなばたけ学童クラブ」の敷地内において，これまで活動していた市民グループと北ノ台小地域の

地区協議会，学童クラブの運営事業者の3者で連携・協力し地域の憩いの場となるよう花いっぱい運動を開始した。 

・平成28年6月から「佐須農の家」の運営を開始し，雑木林ボランティア講座の講習の場としての活用や田んぼの学校の講演など， 

環境活動に関する利用のほか，地域の市民活動などで利用された。 

・深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画区域に生産緑地を所有する農業従事者等を対象に懇談会を開催し，今後の新たな取

組に向けての要望の聞き取りや平成２５～２７年度で実施した「農業・農地を活かしたまちづくり事業」の報告を行った。 

 

（平成２９年度） 

・市内に残る貴重な緑を将来世代へ継承するため，「調布市深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画」に基づき，深大寺南町２

丁目において約4,126㎡を土地開発公社にて取得した。 

・平成２５年度に「特別緑地保全地区」を指定した緑ケ丘のみんなの森において，約421㎡を用地取得した。 

・入間町周辺地区地区計画にて地区施設として位置づけた入間町２丁目緑地について，平成28年度の現況調査結果に基づき，概ね

１０年後の将来像を見据えた保全管理に関する計画策定のための検討を進めた。 

・公園施設長寿命化計画に基づき，公園内における２１基の遊具の更新・補修を実施した。 

・「調布市公園・緑地機能再編指針」に基づき，地域ごとの公園機能に関する具体的な再編方針として，機能再編整備プランとして多

摩川市民広場周辺実施区域編を策定した。 

・平成30年度からの工事を予定している多摩川市民広場の実施設計を進めた。 

・新設の公園整備として，緑ケ丘２丁目公園及びいそじろう公園の暫定整備が完了した。 

・「鉄道敷地整備計画」において「水木ゾーン」と位置付けられた鶴川街道西側用地について，設計に着手した。また，「映画ゾーン」

と位置付けられた相模原線の公園用地について，用地取得した。 

・平成28年6月に運営を開始した「佐須農の家」については，引き続き環境活動に関する利用のほか，地域の市民活動などで利用

された。 

 

 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№27 水と緑による快適空間づくり） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 公共が保全する緑の面積【☆，◎】 
（目標値：149.5ha 現状値：149.07ha） ○ 

【要因・課題】 

開発等に伴う保全地区等が減少したものの，地域制

緑地制度の活用等により緑の面積の増加が図られ

た。 

２ 市民一人当たりの公園面積【☆，◎】 
（目標値：5.66㎡以上 現状値：5.54㎡） ○ 

【要因・課題】 

人口増の影響が大きく，目標値の達成は難しいが，

公園の総面積の増加が図られた。 

 

３ 区域での環境学習等の延べ参加人数【☆，◎】 
（目標値：3万人（4か年累計）現状値：1万 7,261人（3

か年累計）） 
（平成 27～30年度）  

△ 
【要因・課題】 

目標値達成は難しい。原因であるホタル観賞会が実

施できるよう改善を図る。 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① 地域制緑地制度の活用 
② 崖線樹林地の保全管理計画の策定 
③ 公園緑地の機能再編計画の推進 
④ 公園遊具の長寿命化事業の推進 
 

① 深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画に基づいて取
得した土地について活用方針を定める。 

② 未策定地区の崖線樹林地の保全管理計画の策定を進めると
ともに，計画の進捗などについて検証し，必要な見直しを行

う。 

③ 平成29年5月に策定した機能再編整備プランに基づき，公
園・緑地の整備を推進する。 

④ 公園施設長寿命化計画は平成31年3月に改定が予定されて
いる。計画に基づき，着実に推進する。 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① 鉄道敷地公園の整備 
 

 

① 他の公園整備に比べ，市民の関心も高く，より丁寧な対応を
行っているため，作業に遅れが生じている。鉄道敷地公園の

整備にあたっては，新たな財源確保の取組を進める。 

 

 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・緑地の連続性や地域の特性を踏まえ，地域制緑地制度等を活用し，仙川崖線，国分寺崖線，みんなの森等の公有地化を進めた。 

・市民との協働による崖線樹林地の保全活動に関する取組として，崖線樹林地の長期的な保全方法の調査を行い，仙川崖線緑地，布

田崖線，入間町2丁目緑地について，保全管理計画を策定した。 

・平成27年4月に「緑の基本計画」の「公園の配置及び整備方針」に基づき，公園に対する多様なニーズに対応するため，「公園・

緑地機能再編指針」を策定した。 

・「調布市公園・緑地機能再編指針」に基づき，多摩川広場周辺実施地区など，市内３地区について検討を進め，地域ごとの公園機能

に関する具体的な方向性を示す「調布市公園・緑地機能再編整備プラン（案）」を作成した。また，多摩川市民広場周辺実施地区に

ついては，地域の皆様と意見交換を行い，「多摩川市民広場改修と周辺地域の機能再編整備プラン」を策定し，整備工事に着手した。 

・新設の公園整備として，布田南ふれあい公園，緑ケ丘２丁目公園，及びいそじろう公園の暫定整備が完了した。 

・公園施設長寿命化計画に基づく遊具・トイレの更新を進めた。 

評価 B 

【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№27 水と緑による快適空間づくり） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・次期調布市緑の基本計画の策定に当たっては，緑の量を確保する従来の取組に加え，生物多様性の保全など，緑の質を高める視

点も重視し，検討を進める。 

・緑の基本計画で定めることのできる事項として，生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項を追加する。 

◎花いっぱいの展開とし，大規模イベント会場の最寄駅となる飛田給駅から会場周辺を結ぶ道路や調布駅など市内の主要なスポッ

トを花で彩り，来街者へのおもてなしとして実施できるよう取組を進め，これを契機とした緑のレガシーとして，その後も市民

主体で継続して参加，協働できるよう仕組みづくりについても検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

① 平成29年6月に民間活力を最大限生かして，緑・オープンスペー
スの整備・保全を効果的に推進し，緑豊かで魅力的なまちづくりを
実現することを目的として，都市公園法，都市緑地法等の一部が改
正された。 

② 平成 26年度から公園施設長寿命化計画に基づく施設の更新に対し
て，国庫補助制度が創設された（公園施設長寿命化対策支援事業）。 

③ 平成 27年度から，地域のニーズを踏まえた新たな公園の利活用等
に対応するため国庫補助制度が創設された（都市公園ストック再編
事業）。 

 

① 平成23年3月改定の「調布市緑の基本計画」
において，市の緑の特徴である崖線樹林地の保

全に向け，「地域制緑地制度の活用」を掲げてお

り，平成 25年度から「特別緑地保全地区」の

適用を進めている。 

② 公園施設の安全性の確保と機能水準維持を実現
するため，「公園施設長寿命化計画」を策定し，

公園遊具の予防保全を基本とした対策を進めて

いる。 

③ 多様化する市民ニーズに応えるため，「調布市公
園・緑地機能再編指針」を策定し，地域の複数

の公園で，求められる様々な機能を網羅できる

よう分散配置することとし，順次実施区域ごと

の整備プランの策定を進める。 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

① 平成 22年度に都市区町村が合同で策定した「緑確保の総合的な方
針」に新たな確保地を追加し，改定した。 

 

① 「緑確保の総合的な方針」の改定に合あわせ，
深大寺元町などの崖線樹林地について調査検討

を行い，確保地に追加するとともに，特別緑地

保全地区を指定した。 

 

そ
の
他 

① 国分寺崖線等の調布市を特徴づける緑についての保全が求められて
いる。 

② 調布市の貴重な財産である深大寺・佐須地域の自然環境の保全・活
用が強く求められている。 

③ ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０大会が調布市を会
場として開催される。 

④ ボール遊びのできる公園整備が求められている。 
 

① 深大寺元町3丁目の国分寺崖線樹林地を特別緑
地保全地区に指定した。 

② 崖線樹林地等の公有化や深大寺・佐須地域の里
山水辺環境の保全活用，借地公園の買取などに

向け，「ふるさとのみどりと環境を守り育てる基

金」を活用しながら適時・適切な対応を図る必

要がある。 

③ 緑と花のあふれるまちとして迎えるため，調
布・西調布・飛田給の各駅で花いっぱい運動が

展開できるよう，市民との協働による取組を進

める必要がある。 

④ 多様化するニーズに応えるため，地域の複数の
公園で求められる様々な機能を網羅できるよ

う，順次実施区域ごとの機能再編整備プランの

策定を進める。 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№27 水と緑による快適空間づくり） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民・事業者は，住宅や事業所など身近な場所の緑化に努めるとともに，水と緑の保全・創出に向けた地域活動に積極的に参加・

協力します。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・深大寺・佐須地域環境資源保全活用基本計画区域内にある農地の保全，活用に当たって，農業部門との連携を図ることはもとよ

り，環境学習の場としての活用など，幅広い検討・連携が必要 

・深大寺・佐須地域環境資源保全・活用計画を進めるうえで，農政，都市計画などの所管部署との連携 

・凸凹山児童公園及び若宮自然広場の一体的整備にあたって，隣接地「国登録有形文化財真木家住宅」の庭園を含めた回遊性のあ

る整備を進めるための教育部（郷土博物館）との連携  

・「緑の基本計画」の改定にあたっては，都市計画課，農政課，街づくり事業課等との連携 

・受動喫煙等防止対策に関する取組 

・都市農地の保存に関する取組 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・国分寺崖線をはじめとした市内における特徴的な緑である崖線樹林地の保全 

・地域のニーズに即した公園づくりの推進（公園・緑地機能再編整備プランに基づく公園整備） 

 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・緑地の連続性や地域の特性を踏まえ，地域制緑地制度を活用し，民有地等における緑の保全に努めるとともに，市が管理する崖

線樹林地において，長期的な保全管理計画を策定し，保全活動団体と役割分担し，協働で良好な維持保全を図る。 

・「調布市公園・緑地機能再編指針」において整理した地域ごとの公園機能の配置の考え方に基づき，幅広いニーズに対応できる

よう継続した取組が必要であり，機能再編整備プランの策定の継続と公園施設長寿命化計画に基づく遊具の更新時での機能の検

討が必要である。また，現在一律に定めている公園のルールについても，公園機能に応じたルールの見直しも検討課題である。 

 

 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


