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福生市緑の基本計画 

２ 緑と水の目標 

掲げた将来像と基本方針にもとづき、その実現のための目標を定めます。 

 

 

 

 

 

 

【目標設定の考え方】 

空から見た福生市の緑と水は、多摩川沿いと崖線沿い、玉川上水に集中していま

す。一方、市街地の中には、緑と水が少ない状態となっています。 

市域全体で、自然度の高い緑と水を保全するとともに、公共施設や道路の緑化を

推進し、民有地においても市民一人一人が屋上緑化や生け垣設置など少しずつ緑と

水の保全と創出に取り組み、減少を抑えることで、空から見た緑と水のある場所を

維持していきます。 

 

 

■表 10 目標値 

 現況値（平成 25 年） 目標値（平成 35 年） 

市域に占める空から見た緑と水の割合 28.6 % 現状維持 

 

 

【空から見た緑と水とは？】 

・福生市を空から見たときに見える、緑と水に覆われている場所をいい

ます（詳細は、P.15 参照）。 

・公園・緑地における樹林・原野・草地部分、その他の樹林・原野・草

地、農地、水面が該当します。 

 

 

【目標値「現状維持」の考え方】 

市内の空から見た緑と水は、平成 15 年から平成 20 年にかけて、1.2%

のマイナスとなったように、減少傾向にあります。 

市街地の中で、行政や事業者等、市民が積極的に緑と水の保全と創出

に取組むことで、減少を抑え、できるだけ現状を維持することを目指し、

目標値を「現状維持」とします。 

 

 

 

             

空から見た緑と水のある場所を維持します 
 

 

目 標 ① 
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【目標設定の考え方】 

まちの中に緑と水があるだけではなく、市民が緑と水のある場所に入って利用す

ることのできる開かれた緑と水の空間があることが重要です。 

公園緑地等のオープンスペースの確保や、親水空間の整備を進め、利用できる緑

と水を増やしていきます。 

 

■表 11 目標値 

 現況値（平成 25 年） 目標値（平成 35 年） 

市域に占める利用できる緑と水の割合 
10.3 % 

（面積：約 106 ha） 

10.9 % 

（面積：約 112 ha） 

 

 

【利用できる緑と水とは？】 

・市民が緑と水のある場所に入って利用することのできる開かれた緑と

水の空間をいいます（詳細は、P.18 参照）。 

・供用している公園・緑地や多摩川河川敷、自転車・歩行者専用道、玉

川上水遊歩道、市民緑地、市民農園、学校開放している学校が該当し

ます。 

 

 

【目標値「10.9 %」の考え方】 

福生市の実情に合わせ、地域住民のニーズ等を把握しながら、利用で

きる緑と水としての整備の推進、促進を検討していきます。 

現在、整備を検討している利用できる緑と水を、現況値に加えた

10.9 %（面積：約 112ha）を目標値とします。 

 

 

 

 

 

             

利用できる緑と水を増やします 
 

 

目 標 ② 
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福生市緑の基本計画 

 

 

 

 

 

【目標設定の考え方】 

緑のある景色は、まちにやすらぎやうるおいを与えます。鉄道駅周辺は、まちの

玄関口であり、多くの人々が集まる駅前の商業地域において、見える緑を増やして

いきます。 

見える緑を表す緑視率を目標として設定し、まちの中から見える緑を増やしてい

きます。 

 

■表 12 目標値 

 現況値（平成 25 年） 目標値（平成 35 年） 

緑視率 約 ３ % 約 ８ % 

 

【緑視率とは？】 

・人の視野に占める緑の面積の割合のことをいい、定点から、一定基準

のもとで緑の面積割合を算出します。 

・本計画では、駅周辺の商業地域を、調査地点としています。 

（詳細は、資料編P.99 参照）。 

・緑視率が高まるほど、人々のやすらぎやうるおいなどの心理的効果が

向上し、猛暑の不快感が緩和されるなどの研究結果があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値「約８％」の考え方】 

市内の鉄道駅周辺の商業地域を対象に、鉄道駅へつながる主要な道路

から眺めたまちなみの緑視率を測定しました。現況値は、約３%でした。 

現状値の測定結果をもとに、現在検討している商業地域への緑化推進、

支援が充分に行われた場合のシミュレーションを行いました。シミュレ

ーションの結果、鉄道駅周辺の商業地域は、平均して約５％の緑視率増

加が想定されました。その結果から、現況値から約５％増加した、約８％

を、目標値とします。 

             

まちの中から見える緑を増やします 
 

 

目 標 ③ 
 

例）右図で緑に塗りつぶされた部分の割合（7.4%）が緑視率 
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【目標設定の考え方】 

福生市の緑と水の質を高めていくためには、市民の力が不可欠です。 

緑と水に関する取組みの PRを進めるとともに、市民が取組みに参加しやすい環境

を整え、市民との協働によって緑と水の質が高められている場所を増やしていきま

す。 

 

■表 13 目標値 

 現況値（平成 25 年） 目標値（平成 35 年） 

市と市民の協働によって 

緑と水の質が高められている場所 
43 箇所 49 箇所 

 

 

【市と市民の協働によって緑と水の質が高められている場所とは？】 

・市内には、緑と水を、市と市民が協働で保全、維持管理し、その質を

高めている場所があります。現状では、以下の 43箇所が該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値「49 箇所」の考え方】 

市民の方の主体的・積極的な参加を促すとともに、市民が緑と水の維

持管理を行う場所を増やしていきます。校庭の芝生化を市内の小学校全

校に拡大することに加え、公園ボランティアが活動する公園を、平成 20

年から５年間で最も多かった 27箇所まで増加させることを目指します。

現況から 6箇所の増加を目指し、目標値を、「49箇所」とします。 

場所 協働の相手方 箇所数 

市内の公園 公園ボランティア 24 

熊川分水 熊川分水に親しむ会 1 

文化の森 福生萌芽会 1 

多摩川河川敷 福生水辺の楽校 1 

市民農園 市民農園使用者協力会 9 

国道 16 号・やなぎ通り・ 

多摩川中央公園 
ふっさ花とみどりの会 3 

芝生化された校庭 児童・保護者・地域住民 4 

合計 — 43 

             

緑と水の質を市民との協働によって高めます 
 

 

目 標 ④ 
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福生市緑の基本計画 

 

 

 

 

 

【目標設定の考え方】 

豊かな生き物が生活するまちをつくるためには、緑と水の空間の質を高めていく

とともに、市民にとって、生き物がより身近なものとなることが必要です。そのき

っかけ作りとして、市民の協力のもと、いきもの市民モニター（仮）の取組みを進

め、いきもの市民モニター（仮）が活動している場所を増やしていくことで、市民

が生き物とふれあう機会を増やしていきます。 

 

■表 14 目標値 

 現況値（平成 25 年） 目標値（平成 35 年） 

いきもの市民モニター（仮）が活動している場所 — 箇所 
34 箇所 

（市内全域） 

※本計画策定後にいきもの市民モニター（仮）の取組みを開始するため、現況値はありません。 

 

 

【いきもの市民モニター（仮）とは？】 

・自然情報の収集と研究にあたって、市内の生き物の生息状況の情報収

集に協力する市民を、「いきもの市民モニター（仮）」といいます（詳

細は、P.79 施策番号 43 参照）。 

 

 

【目標値「34 箇所（市内全域）」の考え方】 

効果的かつ効率的に、市内の生き物の生息状況の情報収集を進めるた

めには、市内全域で、いきもの市民モニター（仮）が活動していること

が重要です。市内全域を示す箇所数として、市内に 34 ある町会・自治

会の数を目安とし、目標値を、「34箇所（市内全域）」とします。 

 

 

 

             

生き物とふれあう機会を増やします 
 

 

目 標 ⑤ 
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【目標設定の考え方】 

豊かな水量の湧水や河川が確保され、また道路を流れ出す雨水を抑えて水害が起

きにくいまちをつくるには、オープンスペースが確保されるとともに、水が地下に

しみこむ環境が必要です。 

宅地などで雨水浸透施設・貯留槽の設置を進め、地下にしみこむ水の量を増やし

ていきます。雨水の健全な地下浸透により、湧水の枯渇を防ぎ、現在ある湧水を維

持します。 

 

■表 15 目標値 

 現況値（平成 25 年） 目標値（平成 35 年） 

雨水貯留浸透施設・貯留槽の設置建物数 152 軒 271 軒 

 

【目標値「271 軒」の考え方】 

平成 11 年の助成金交付制度の開始から平成 25 年までの、施設設置

ペースを維持することを目指します。目標値は、平成 35 年まで現在の

設置ペースが継続された場合に想定される設置建物数「271軒」としま

す。 

 

 

■表 16 目標値 

 現況値（平成 25 年） 目標値（平成 35 年） 

湧水の数 9 箇所 現状維持 

※現況値は、東京都環境局「湧水マップ」にもとづいています。 

 

 

【目標値「現状維持」の考え方】 

東京都環境局の「湧水マップ」に掲載された 9 箇所の湧水が、雨水の

健全な地下浸透によって、枯渇することなく保全されることを目指し、

目標値を「現状維持」とします。 
 

 

 

             

地下にしみこむ水の量を増やし、湧水を維持します 
 

 

目 標 ⑥ 
 


