
14



15

○　多摩六都は、昔ながらの武蔵野の面
影を残した雑木林や屋敷林など、豊か
な自然を実感できる地域を形成してお
り、次のような５つの特徴があります。

　〔多摩六都のみどりの特徴〕　　　

　①樹林地と農地が一体となったみどり
　②歴史的な街道沿いのみどり
　③水辺と一体となったみどり
　④公園・緑地や大規模施設のみどり
　⑤緑道のみどり

しかし、産業構造の変化や市街化の
進展等により、樹林地や農地は著しく
減少しています。

○　構成５市は大部分が市街化区域とな
っているため、今後も宅地整備などの
都市化が進み、みどりが減少していく
ものと想定されます。調和のとれた良
好な生活環境を保つためには、あらゆ
る主体が計画的にみどり空間の創出・
保全を図っていくことが必要です。

○　多摩六都は、他の多摩地域や区部と
比較して住民１人当たりの総公園面積
が少ないため、都市計画公園などの緑
の拠点を着実に整備していくことが求
められます。

○　前期基本計画期間中（平成18～22年
度）は、公園・緑地等の整備事業とし
て、野火止用水緑道の修繕（小平市）、
天王森公園・萩山民設公園の新設（東
村山市）、柳瀬川回廊の整備（清瀬市）
などが実施されました。また、各市で
保存樹木や生垣造成の助成等が実施
されています。

【現状と課題】

❖「総公園面積」とは、都市公園に、都市公園以外の
　区市町村立公園等を合算したもの。

資料：「東京都区市町村年報2008」

資料：「平成20年度多摩六都みどりの実態調査」

  水と緑のネットワークが形成された多摩六都
アクション

1
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○大規模なみどり空間の創出・保全のための広域連携・協調
大規模なみどり空間を創出・保全していくために、構成５市が連携・協調して都市計画公園の整備

や多磨全生園人権の森構想を推進していきます。

○みどりの広域ネットワーク化
圏域住民、関係団体、行政が同じ将来像をめざし、一体となって、みどりの保全・確保と広域ネ

ットワーク化を推進していきます。

◆大規模公園（六仙公園、東伏見公園）の整備促進
東京都と都内区市町による「都市計画公園・緑地の整備方針」に基づき、現在、六仙公園（東久留

米市）、東伏見公園（西東京市）の都立公園が計画的に整備されています。
将来的に六仙公園は15.0ｈａ、東伏見公園は13.7ｈａとなり、広大な芝生地や水辺空間などの機能を

有する大規模公園が生まれます。現在は、六仙公園は約2.4ｈａ（平成22年６月現在で24,166.43㎡）が
開園するとともに、東伏見公園は平成８年から約1.9ｈａ（18,819.43㎡）が千駄山広場として暫定開放さ
れています。

今後も、これらの公園の整備がさらに図られるよう、東京都へ要望していきます。

◆校庭の芝生化の推進
校庭の芝生化は、ヒートアイランド対策、緑化の推進に加えて、子どもたちへの教育、地域コミュ

ニケーションの形成にも寄与すると考えられます。
各市において、試験的に芝生化事業を実施してきましたが、全国的にも、校庭の芝生化は、散水栓

設置・掘り起こしなど下地処理などの初期整備とその工事期間の授業への影響、植え付け後の芝刈り
や散水などの手間や地域住民の参加による維持管理体制の形成、また、ランニングコストなどが課題
となっています。

これまでの導入状況を適正に評価しながら、校庭芝生化リーダーや東京芝生応援団、保護者、地
域ボランティア等の協力のもと、初期整備に関する東京都の補助事業を活用し、また、維持管理に関
する同補助の拡充を要望しつつ、実施に向け努めていきます。

みどりの計画的な創出1

めざすべき方向性

事業展開

市　　 名 実　施　校 全小・中学校数
小 平 市 小 平 第 十 三 小 学 校 27校
東 村 山 市 久 米 川 東 小 学 校 23校

清　 瀬　 市
清 瀬 小 学 校
清 瀬 第 十 小 学 校
清 瀬 第 三 中 学 校

14校

東 久 留 米 市 第 六 小 学 校 21校

西 東 京 市
東 伏 見 小 学 校
保 谷 第 一 小 学 校
碧 山 小 学 校

28校

合　　　計 9　　　校 113校

多摩六都の校庭芝生化事業の実績 　（平成22年12月現在）

東村山市久米川東小学校の校庭

　久米川東小学校では、２年生以上
の児童が芝刈りをし、１年生は芝の種
をまいて芝生のお世話をしています。
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◆みどりの保全施策の推進
樹林・樹木・生垣の保存・造成に対する助成制度の利用を促進するとともに、積極的な保全措置が

必要な場所に対する買い取りなどを進め、多摩六都の特徴である雑木林や屋敷林、農地、湧水、水
路の維持・保全を図るとともに、森林蓄積量の増強、清流の復活など、積極的なみどりの創出に努め
ます。

◆圏域住民の緑・水辺環境に対する保全意識の醸成
「（仮称）多摩六都みどりのネットワークフェスタ」の共同イベントの開催、多摩六都のみどりを再発

見する散歩マップ、「水と緑ウォッチングウォーク※」の定期開催等の発信ツールを用いて、圏域住民の
緑・水辺環境に対する保全意識の醸成を図っていきます。

　 ※水と緑ウォッチングウォーク：多摩六都で実施しているイベントの呼称。観察しながらの散策という意味でこういう呼称にしている。

◆市民協働による雑木林保全の取り組みの推進
武蔵野の原風景を残した憩いの場である雑木林を保全し、みどりと住宅地の調和のとれた景観を

維持していくため、地域住民・ＮＰＯ等と行政が協働で、萌芽更新による雑木林保全を図る行動計画
「（仮称）武蔵野の雑木林いきいき協働ルール」を策定します。

さらに、今後の各市における施策立案や保全活動を支援するため、先駆的に市民ボランティアによる
萌芽更新が行われている西原自然公園（西東京市）などを活用して、職員・保全活動に取り組む市民
等を対象とした研修会を実施し、基礎的な技術・知識の付与、保全活動を支えるコーディネーターや
アドバイザーとなる人材を育成していきます。

みどりの効果的な保全2

〔萌芽更新事業が必要な背景〕
　かつての雑木林は、薪や炭、しいたけのほだ木などに利用す
るために15～20年ごとに樹木を伐採してきました。この切り株
から伸びてくるたくさんの新しい芽を育て、15～20年後に再び
伐採を繰り返すことで雑木林を維持する方法を「萌芽更新」と
呼んでいます。
　今日では、人の手が入らず荒廃した雑木林が多いことから、
地域住民と行政が協働で関与していく仕組みづくりが求めら
れています。

５市協働で取り組んだ
萌芽更新事業（平成22年度）
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◆多磨全生園人権の森構想の実現支援
国立療養所多磨全生園の園内約35ｈａにある約250種、３万本の緑は、ほとんどが入所者が想いを

こめて植えてきたものであり、この大規模な緑地である全生園の緑を保全し、国によるハンセン病隔
離政策の歴史を有するこの土地を「人権」の象徴として後世に継承していく活動を支援します。

◆第二次多摩六都緑化計画の検証・評価等
みどりの実態調査を行い、第二次多摩六都緑化計画（平成18～27年度）の推進状況の検証・評価

を行います。あわせて、みどりの実態把握の調査手法について、構成５市及び東京都が有する既存調
査物や航空写真等の活用を視野に実態把握の標準仕様を取りまとめていきます。

項　　　目 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 到達目標
大規模公園（六仙公園、
東伏見公園）の整備促進 公園の整備

校庭の芝生化の推進
2校実施 2校実施

みどりの創出

みどりの保全施策の推進 指定樹木等の
保存、農地保全

指定樹木等の
保存、農地保全

指定樹木等の
保存、農地保全

指定樹木等の
保存、農地保全

指定樹木等の
保存、農地保全 みどり率の維持

圏域住民の緑・水辺環境
に対する保全意識の醸成

ウォッチング
ウォーク、緑の
ネットワーク

フェスタ

ウォッチング
ウォーク

ウォッチング
ウォーク

ウォッチング
ウォーク

ウォッチング
ウォーク

圏域のみどり保全
の気運づくり

市民協働による雑木林
保全の取り組みの推進 研修会の実施

住民との
協働による

ルールづくり

住民との
協働による

ルールづくり
協働ルールの

試行
協働ルールの

試行
雑木林の
維持・保全

多磨全生園人権の
森構想の実現支援 森の維持・保全

第二次多摩六都
緑化計画の検証・評価等

みどり率調査、
実態把握方法
の標準化の

検討

緑化計画の
検証・評価

各施策の円滑な
推進、緑化の実態
把握方法の標準化

項　　　目 現況値（21年度） 目標値（27年度） 設定の根拠

みどり率※ 35.2％ 35.2％ 現況値の維持をめざす

実行計画

数値目標

※みどり率：緑被率に河川等の水辺が占める割合と公園内の緑で覆われていない面積の割合を加えたもの。
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○　平成22年４月からの「東京都温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」（エ
ネルギー使用量が、原油換算で年間1,500キロリットル以上の事業所が対象）の導入等
を受け、多摩六都の地球温暖化防止対策を強化していくことが求められます。

○　温室効果ガス・廃棄物等の排
出抑制、エネルギー・資源の循
環を通じて、恵み豊かな環境を、
今の時代で絶やすことなく、次
世代に引き継ぐ義務があります。

○　一般廃棄物処理は、ごみ、資
源の収集は各市で実施し、それ
ぞれ、小平･村山･大和衛生組合

（小平市）、柳泉園組合（清瀬市・
東久留米市・西東京市）、秋水園

（東村山市）で中間処理を行った
後に、焼却灰を東京たま広域資源
循環組合の二ツ塚廃棄物広域処
分場に持ち込んでいます。

○　多摩地域は１人１日当たりの
ごみ量が全国平均の約４分の３
と少なく、ごみの減量化・資源化
が進んだ地域といえますが、圏
域住民、各市、一部事務組合が
一体となって、ごみを減らしてい
くことが求められます。

○　地球温暖化防止対策につい
ては、太陽光発電機器設置の助
成（小平市・東村山市・清瀬市・
西東京市）など、各市それぞれ
で施策を展開しています。

❖ごみ量は一般廃棄物（生活系+事業系）
資料：財団法人東京市町村自治調査会
　　　「多摩地域ごみ実態調査」、環境省「日本の廃棄物処理」

資料：財団法人東京市町村自治調査会「多摩地域ごみ実態調査」
　　   をもとに作成

【現状と課題】

  地球にやさしい循環型・低炭素の多摩六都
アクション

2
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❖各施設とも、小金井市からの緊急の受け入れ分は含んでいない。
資料：財団法人東京市町村自治調査会「多摩地域ごみ実態調査」をもとに作成

多摩六都の各一般廃棄物焼却施
設では、いずれも最大焼却能力に対
し、５～６割の焼却量となっていま
す。焼却炉は、小平・村山・大和衛
生組合が３基、秋水園が２基、柳
泉園組合が３基ありますが、焼却炉
は24時間燃焼させ続けることが効率
面、安全面で重要であるため、すべ
ての炉を稼動させず、交代で稼動さ
せている状況です。

〔一般廃棄物焼却施設の１日当たりの焼却量の現状〕
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○連携による循環型社会づくりの推進
循環型社会づくりに向けて、ごみの減量・資源化に関する連携の取り組みを強化していきます。

○連携による低炭素社会づくりの推進
地球にやさしい低炭素社会づくりに向けて、連携・協調の取り組みを強化していきます。

◆圏域住民のリサイクル活動の支援
循環型社会づくりに対する住民意識の一層の醸成に向けて、構成５市で啓発活動の推進、住民のリ

サイクル活動の支援に努めます。

◆一般廃棄物中間処理施設・し尿処理施設の効率化の検討
一般廃棄物中間処理施設・し尿処理施設については、施設の老朽化による炉の更新計画や全面建

て替えの問題、また、炉の設計上の処理能力と実際の搬入量の乖離が、管理運営上の課題となってい
ます。

ごみの焼却処理施設の建て替えには、膨大な経費が必要となりますが、各種の資源リサイクル関連
法の施行、ごみの排出量が減少してきた今日では、ごみ・資源の排出区分の統一、リサイクル施設の
共同運営などを視野に入れた効率的な施設運営に向けた再編策を関係者間で共同研究していきます。

◆公共部門の温室効果ガス削減の推進
地球温暖化防止に向けて、公共部門が率先して太陽光発電や電気自動車・低公害車の導入、緑の

カーテン事業の推進など、温室効果ガス削減策に取り組みます。

◆地域全体の温室効果ガス削減の促進
圏域で民間部門を含む地域全体の温室効果ガス削減を促進するため、啓発事業などでの連携の取

り組みを進めます。

資源循環の促進

広域連携による地球温暖化防止対策の推進

1

2

めざすべき方向性

事業展開
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項　　　目 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 到達目標
圏域住民の

リサイクル活動の支援
ごみの更なる
減量化・資源化

一般廃棄物中間処理施設・
し尿処理施設の
効率的な運営の検討

更なる広域化

公共部門の
温室効果ガス削減の推進

温室効果ガスの
削減

地域全体の
温室効果ガス削減の促進 連携・協調事業

の検討
温室効果ガスの

削減

項　　　目 現況値（21年度） 目標値（27年度） 設定の根拠

１人１日当たりのごみ量 平均710ｇ 平均640ｇ 現況値の１割減をめざす

温室効果ガス排出量 237.7万t
（平成19年度実績値） 200.2万ｔ

東京都環境基本計画
（平成20年3月）の
削減目標をもとに設定

実行計画

数値目標
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○　本圏域を通る幹線道路は、都心から放射状に延びる青梅街道、新青梅街道、五日市
街道、所沢街道と、圏域を南北に横断する小金井街道、新小金井街道、府中街道、志
木街道などが骨格を形成しています。

　　人口や交通量の増加に対して、道路をはじめとして交通基盤の整備が必ずしも充分と
はいえず、区部及びＪＲ中央線以南の自治体と比較して、交通基盤の脆弱さが以前から
指摘されています。

○　南北に通る道路は狭小区間や踏切が多く、渋滞が慢性化しており、その整備は圏域
の重要課題となっています。

○　都内では、「踏切対策基本方針」に基づく道路と鉄道の連続立体交差化及び単独立
体交差化、踏切道の拡幅等が順次着工しています。圏域では平成22年度は、東村山駅
付近の連続立体交差の事業化に向けた取り組みが行われています。

○　東京都及び各市による都市計画道路の整備や専門委員会における連続立体交差事
業の調査研究を行ってきましたが、道路整備の遅れや踏切による道路交通の遮断は、交
通渋滞などの交通問題に限らず、市民生活の利便性、子どもやお年寄りへの対応、震
災時の避難動線の確保など、様 な々方面での影響が懸念されています。

○　公共交通では、圏域内を西武鉄道の池袋線・新宿線など６路線とＪＲ武蔵野線、民
間バス、市によるコミュニティバス（小平市、東村山市、清瀬市、西東京市）・コミュニ
ティタクシー（小平市）が運行しています。

○　都市基盤整備においては、市街地再開発事業や土地区画整理事業などの面整備によ
る拠点機能を強化するとともに、都市計画道路、道路と鉄道との立体交差化、みどりや
景観に配慮した都市計画等をネットワーク化し、大都市周辺地域の魅力を倍増していく
ことが求められます。

各市のコミュニティバス

【現状と課題】

  都市基盤が充実した多摩六都
アクション

3

小平市（にじバス） 東村山市（グリーンバス） 清瀬市（きよバス） 西東京市（はなバス）
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○広域連携・協調による都市基盤整備の円滑な推進
構成５市は東京都、埼玉県、国と連携しながら、都市基盤整備を進めていきます。

○広域交通ネットワークの強化による都市活動の活性化
道路整備や連続立体交差事業などにより、南北軸など広域交通ネットワークを強化し、圏域の都市

活動の活性化を図ります。

◆都市計画道路事業の着実な実施
東京都施行の「優先整備路線」の着実な整備を要望するとともに、市施行路線の着実な整備を図

ります。市境・都県境をまたぐ都市計画道路について、円滑な整備に向け、関係者による調整に努め
ます。

◆その他の道路整備事業の着実な促進
都市計画道路以外の既存道路における交差点の改良や歩道整備、踏切対策などについて、東京都

施行事業の着実な実施を要望するとともに、市境をまたぐ市施行事業の円滑な推進に向け、関係者に
よる調整に努めます。

◆多摩北部都市広域行政圏区域図の改訂
都市計画道路の整備状況の取りまとめや、整備促進につなげるため、平成19年１月調製の区域図の

改訂を行います。

◆連続立体交差事業の推進
「踏切対策基本方針」の鉄道立体化の検討対象区間（20区間）の中に、圏域からは５区間が位置づ

けられています。
このうち平成21年度に新規着工準備箇所として国に採択された西武新宿線東村山駅付近について

は着実な推進に向けて取り組むとともに、その他の４区間については効果や影響、財政負担等を考慮
し、総合的に事業化の必要性を判断しつつ、事業化に向けた取り組みを連携して推進していきます。

◆鉄道利便性の向上
大都市鉄道輸送の重要性がますます高まる中、利用者の安全性・利便性の向上を図るため、駅施設

の一層のバリアフリー化などを継続的に要望するとともに、西武新宿線の地下鉄乗り入れやＪＲ武蔵野
線の利用者拡大など、多方面での研究に努めます。

道路整備事業の着実な促進

鉄道輸送の円滑化の促進

1

2

めざすべき方向性

事業展開
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◆バス利便性の向上
公共の交通機関を利用しやすい生活環境を整えるため、民間バスのバリアフリー化や路線の増強等

を事業者に要望していきます。

◆コミュニティバス等の相互乗り入れの検討
コミュニティバスの運行については、各市の運行経路、運行料金、委託先、経費比較、現行の市に

よるコミュニティバスの課題などを把握し、市境を越えた共同運行（相互乗り入れ、新規路線等）、パ
スモ、スイカ使用による利便性の向上について検討していきます。

項　　　目 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 到達目標
都市計画道路事業の

着実な実施 ４路線1,646m １路線315m ５路線1,857m １路線165m ５路線❖2,121m
５か年で15路線
6,104ｍの整備

その他の幹線道路の
整備及び整備検討

各実施主体による
円滑な整備

多摩北部都市広域行政圏
区域図の改訂 改訂

図の改訂

連続立体交差事業の
推進

東村山駅付近の
整備、その他の
区間の事業化

鉄道の利便性の向上 利便性向上の実現

バスの利便性の向上 利便性向上の実現

コミュニティバス等の
相互乗り入れの検討

相互乗り入れの
実現

項　　　目 現況値（21年度） 目標値（27年度） 設定の根拠

都市計画道路整備率 33.8％ 41.5％ 各市の計画に基づく

❖都市計画道路の26年度の１路線は27年度にも計上。

実行計画

数値目標

バス輸送の円滑化の促進3






