
令和４年度 第１回 江東区 みどりの基本計画推進会議 

次  第 
 

日時：令和４年 9 月５日（月） １３時３０分 

場所：江東区文化センター２階 展示室 
 

１ 土木部長挨拶 
 

２ 委嘱状の交付 
 

３ 委員自己紹介 
 

４ 会長、副会長の選出 
 

５ 議題 

（1）各事業進捗について    （資料１、資料２） 

（２）江東区みどりの基本計画推進会議部会について （資料３） 

（３）緑化指導のあり方に関する検討について   （資料４） 
 

６ その他 
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江東区みどりの基本計画推進会議　名簿

職名 氏名 現職等

会長 島田
シマダ

　正文
マサフミ

一般社団法人日本公園緑地協会　研究顧問

副会長 柳井
ヤナイ

　重人
シゲト

千葉大学 大学院園芸学研究院　教授

委員 櫻井
サクライ

　節子
セツコ

北砂４・７丁目町会
町会及び
自治会代表

委員 矢部
ヤベ

　正治
マサハル

公募区民

委員 葭葉
ヨシバ

　抄
ショウコ

子 公募区民

委員 美濃又
ミノマタ

　哲男
テツオ

みどりネットKoto　代表

委員 須永
スナガ

　俶子
ヨシコ

ＮＰＯ法人江東区の水辺に親しむ会　理事長

委員 早川
ハヤカワ

　鋭
サトシ

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

委員 渡部
ワタナベ

　陽介
ヨウスケ

清水建設株式会社　技術研究所

委員 中村
ナカムラ

　和弘
カズヒロ

豊洲小学校校長 小学校長会代表

区職員

職名 氏名 現職等

委員 杉田
スギタ

　幸子
ユキコ

土木部長

委員 大塚
オオツカ

　尚史
タカフミ

企画課長

委員 谷川
タニカワ

　寿
トシ

朗
オ

営繕課長

委員 加川
カガワ

　彰
アキラ

地域振興課長

委員 鳥井
トリイ

　将弘
マサヒロ

保育課長

委員 関戸
セキド

　佳子
ケイコ

温暖化対策課長

委員 立花
タチバナ

　信行
ノブユキ

都市計画課長

委員 伊藤
イトウ

　裕之
ヒロユキ

管理課長

委員 大野
オオノ

　俊
トシ

明
アキ

道路課長

委員 清田
セイダ

　光晴
ミツハル

河川公園課長

委員 召田
メシダ

　和也
カズヤ

施設保全課長

委員 西尾
ニシオ

　基宏
モトヒロ

学校施設課長

委員 飯塚
イイヅカ

　雅之
マサユキ

指導室長

学識経験者

みどり
活動団体

みどり
活動事業者

公募区民



江東区みどりの基本計画推進会議設置要綱 

令和２年８月１７日 

２江土管第１８２３号 

（設置） 

第１条 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第４条の規定に基づき策定し

た「江東区みどりの基本計画」（以下「計画」という。）の進捗管理及び評

価並びに江東区における緑化の推進を図るため、江東区みどりの基本計画推

進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、次の事項を所掌する。 

(1) 計画の進捗管理及び評価に関する事項 

(2) 緑化の推進に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、緑化を推進するために区長が必要と認める

事項 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員２５名以

内の者をもって組織する。 

(1) 学識経験者 

(2) みどり（植物、樹林地、草地、水辺、広場等、動植物が生息し、自然と

人とが共生する環境やその恩恵、人との関わりによる文化等を含めたもの

をいう。以下同じ。）に関する活動を行う団体関係者 

(3) みどりに関する活動を行う事業者 

(4) 江東区立小学校長会代表 

(5) 町会及び自治会代表 

(6) 公募区民 

(7) 土木部長 

(8) 企画課長 

(9) 営繕課長 

(10) 地域振興課長 



(11) 保育課長 

(12) 温暖化対策課長 

(13) 都市計画課長 

(14) 管理課長 

(15) 道路課長 

(16) 河川公園課長 

(17) 施設保全課長 

(18) 学校施設課長 

(19) 指導室長 

(20) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 

３ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

（任期） 

第４条 前条第１号から第６号までに掲げる委員の任期は、委嘱の日からその

日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が

欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（運営） 

第５条 会長は、推進会議を招集し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

３ 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他

の方法で意見を聴くことができる。 

（部会） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、推進会議の承認を得て、部会を

置くことができる。 

２ 部会は、推進会議の承認を得て会長が指定する事項について、調査及び検

討し、その内容を推進会議に報告する。 

３ 部会は、部会長及び部会員をもって構成する。 

４ 部会長及び部会員は、推進会議の構成員のうちから会長が指名する。 



５ 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、推進会議

の構成員以外の者を部会員として指名することができる。 

６ 部会長は、部会を招集し、会務を総理する。 

７ 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、又

は他の方法で意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 推進会議及び部会の庶務は、土木部管理課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議及び部会の運営に関し必要な

事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年９月１日から施行する。 

 



令和４年８月1日現在

計画 実績 評価 計画 実績 評価 令和4年度 令和5年度 令和6年度

水辺・潮風の散歩道整備事業
水辺の散歩道　400m
潮風の散歩道　271m

水辺の散歩道　512m
潮風の散歩道　276m

Ａ 休止 休止 休止
水辺の散歩道　902m 潮風の散歩道　234m

休止
土木部河川公園課
河川や運河沿いを散歩道として整備

CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業
(屋上緑化・壁面緑化)

1施設 1施設 Ａ 1施設 1施設 Ａ 2施設 ー 1施設
教育委員会事務局学校施設課
総務部営繕課
施設の改築・改修に合わせて整備

CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業
(風の道緑化)

休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止
土木部道路課
橋台敷の緑化

CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業
(公園内接道緑化)

休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止
土木部河川公園課
公園の接道部の緑化

CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業
(シンボルツリー整備)

休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止
土木部道路課（Ｒ２－６）
土木部河川公園課（Ｒ７－１１）
駅前広場などのシンボルツリーを植栽

CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業
(地域特性緑化)

休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止 休止
土木部河川公園課
地域特性に応じた特定樹種を整備

公園等管理運営官民連携事業 検討
他自治体の事例の

調査・研究
Ｂ 実施

マーケットサウンディン
グ実施（若洲公園）

Ａ 実施 実施 実施
土木部河川公園課
事業化に向けた検討・調査

公園改修・児童遊園改修事業
(改修・機能再編)

検討・改修 検討・改修 Ａ 検討・改修 検討・改修 Ａ 検討・改修 検討・改修 検討・改修
土木部河川公園課
地域のニーズを反映した改修を実施

みどりのまちなみづくり事業 実施 実施 Ａ 実施 実施 Ａ 実施 実施 実施
土木部管理課
生垣等緑化の範囲を広げて助成

街路樹等/河川/公園維持管理事業 調査 調査 Ａ 調査 調査 Ａ 調査 調査 運用
土木部施設保全課
樹木の適切な維持管理を実施

公園改修事業
(防災機能強化)

推進 推進 Ａ 推進 推進 Ａ 推進 推進 推進
土木部河川公園課
マンホールトイレ、かまどベンチ等を設置

CITY IN THE GREEN民間緑化推進事業
(江東区みどりの情報の発信)

実施 実施 Ａ 実施 実施 Ａ 実施 実施 実施
土木部管理課
江東区ホームページ、Facebook、twitter
などで情報発信

令和４年度　重点プロジェクト事業進捗管理表

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

事業名

令和２年度実績
令和３年度実績
（３月３１日時点）

みどりの中の都市(CITY IN THE GREEN)魅力発信プロジェクト

担当部署
事業の概要

水辺の緑化推進プロジェクト

みんなでつくる公園プロジェクト

安全・安心なまちづくりプロジェクト

計画

資料 1
評価凡例 Ａ ：実施

Ａ´：一部実施
Ｂ ：実施中・検討
Ｃ ：実施なし
休止：コロナ禍影響による休止等

東京都の耐震護岸工事完了箇所を実施予定



令和４年度 重点プロジェクトの取組状況

３ 安全・安心なまちづくりプロジェクト

４ みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）魅力発信プロジェクト

１ 水辺の緑化推進プロジェクト

事業 内容 Ｒ３計画 Ｒ３実績
(3.31時点)

R4計画

水辺・潮風の散歩道整備事業 散歩道整備 休止※ 休止※
水辺と散歩道

902ｍ

CIG公共緑化（屋上・壁面緑化） 屋上・壁面緑化 1施設 １施設 2施設

CIG公共緑化（風の道緑化） 橋台敷地緑化 休止※ 休止※ 休止

CIG公共緑化（公園内接道緑化） 公園接道部緑化 休止※ 休止※ 休止

CIG公共緑化（シンボルツリー） 駅前緑化 休止※ 休止※ 休止

CIG公共緑化（地域特性緑化） 地域特性緑化 休止※ 休止※ 休止

潮風の散歩道（汐見）

事業 内容 Ｒ３計画 Ｒ３実績(3.31時点) R4計画

みどりのまちなみづくり事業 屋上緑化等の助成 実施 実施 実施

街路樹等/河川/公園維持管理事業
樹木の適切な
維持管理

調査 調査 調査

公園改修事業（防災機能強化） かまどベンチ等設置 推進 推進 推進

みどりのまちなみづくり事業 屋上等緑化助成 ０件 花壇等緑化助成 ０件
街路樹/河川/公園維持管理事業 倒木の危険性に対する樹木健全度調査２４０本（街路樹）

壁面緑化助成

事業 内容 Ｒ３計画 Ｒ３実績(3.31時点) R4計画

CIG民間緑化推進事業
（江東区みどりの情報の発信）

区報や区ホーム
ページ、ＳＮＳ、Ｃ
ＩＧキャンペーン
で情報発信

実施 実施 実施

Ｒ３実績
情報発信 ： Twitter ３１回 Facebook ３１回
CIGキャンペーン ： 交流会 ５回

写真

※はコロナ禍の影響により休止

水辺の散歩道（白河） 屋上緑化（香取小学校） 緑化助成（屋上緑化） 緑化助成（壁面緑化）

参考１

ＣＩＧキャンペーン交流会

２ みんなでつくる公園プロジェクト

事業 内容 Ｒ３計画 Ｒ３実績(3.31時点) R4計画

公園等管理運営官民連携事業
事業化に向けた
検討・調査

実施
マーケットサウン

ディング実施
（若洲公園）

実施

公園改修・児童遊園改修事業
（改修・機能再編）

地域のニーズを
反映した改修

検討・改
修

検討・改修 検討・改修

公園改修・児童遊園改修事業
施設の耐用年数及び利用状況に即した整備計画を作成し、個性ある地域づくり、施設の

安全性・快適性の確保、豪雨対策、樹木・花木・芝などの充実、ユニバーサルデザイン等
に対応した改修を行っている。

官民連携（若洲公園）

街路樹維持管理

Twitter,Facebook公園改修（古石場三丁目） 児童遊園改修（潮見一丁目）



令和4年8月1日現在

実績 内容 評価 内容 今後の方向性

●水辺・潮風の散歩道整備事業 休止 休止 コロナ禍の影響により休止 休止 水辺の散歩道　902m
河川や運河沿いを散歩道と
して整備

土木部河川公園課　

●ＣＩＧ公共緑化推進事業
(屋上緑化・壁面緑化)

1施設
（児童向け複合施設）

1施設
（児童向け複合施設）

学校施設等の改築・改修等に
合わせて整備

Ａ
2施設（第二大島中学校、
数矢小学校）

学校施設等の改築・改修等
に合わせて整備

教育委員会事務局学校施設課
総務部営繕課

●ＣＩＧ公共緑化推進事業
（「風の道」緑化）

休止 休止 コロナ禍の影響により休止 休止 休止 コロナ禍の影響により休止 土木部道路課

●小学校改築事業
(ポケットエコスペースの整備)

対象なし 対象なし
施設の改築・改修等に合わせ
て整備

Ｃ 対象なし
施設の改築・改修等に合わ
せて整備

教育委員会事務局学校施設課
総務部営繕課

●みどりのまちなみづくり事業
(緑化指導)

実施
250㎡以上の建築等　101件
宅地開発　2件

緑化指導を実施
江東区生物多様性に配慮した
緑化ガイドを活用する

Ａ 実施
引き続き緑化指導を実施
江東区生物多様性に配慮し
た緑化ガイドを活用する

土木部管理課

●ＣＩＧ公共緑化推進事業
(屋上緑化・壁面緑化)

1施設
（児童向け複合施設）

1施設
（児童向け複合施設）

屋上緑化・壁面緑化 Ａ
2施設（第二大島中学校、
数矢小学校）

学校施設等の改築・改修等
に合わせて整備

教育委員会事務局学校施設課
総務部営繕課

★ＣＩＧ公共緑化推進事業
(公園内接道緑化)

休止 休止 コロナ禍の影響により休止 休止 休止 コロナ禍の影響により休止 土木部河川公園課

★ＣＩＧ公共緑化推進事業
(シンボルツリー整備)

休止 休止 コロナ禍の影響により休止 休止 休止 コロナ禍の影響により休止
土木部道路課
土木部河川公園課

★ＣＩＧ公共緑化推進事業
(地域特性緑化)

休止 休止 コロナ禍の影響により休止 休止 休止 コロナ禍の影響により休止 土木部河川公園課　

★みどりのまちなみづくり事業
(民間緑化顕彰制度)

検討 検討 実施に向けて検討 Ｂ 検討 実施に向けて検討 土木部管理課

●都市景観形成促進事業 実施 実施
専門家等の意見を反映した質
の高いまち並みの創出を誘導

Ａ 実施
専門家等の意見を反映した
質の高いまち並みの創出を
誘導

都市整備部都市計画課

●街路樹等維持管理事業 実施 実施

可能な限り樹冠の確保など適
正な維持管理を行い、緑陰の
確保や魅力ある良好な景観形
成を図った

Ａ 実施

可能な限り樹冠の確保など
適正な維持管理を行うこと
で、緑陰の確保や魅力ある
良好な景観を形成

土木部施設保全課

●みどりのまちなみづくり事業
(保護樹木・保護樹林の助成)

実施
保護樹木　158本
保護樹林　4,972㎡
（令和4年3月末時点）

必要があると認められる樹木、
樹林の所有者に維持管理の
経費を助成

Ａ 実施 引き続き助成を実施 土木部管理課

★ＣＩＧ民間緑化推進事業
(江東区みどり100景)

検討 検討 実施に向けて検討 Ｂ 検討 実施に向けて検討 土木部管理課

●スポーツを通じた魅力づくりの推進 実施 実施
みどりに親しみ、楽しむスポーツ
教室（ノルディックウォーキング教
室）

Ａ　´
みどりに親しみ、楽しむスポー
ツ教室（ノルディックウォーキン
グ教室）

今後も継続して実施
江東スポーツ施設運営パート
ナーズ

●ＣＩＧ民間緑化推進事業
(おもてなし緑化)

1回 1回
東京2020大会の競技会場近
くに位置する公園の花壇を花
と緑で彩るボランティアを育成

Ａ 土木部管理課

★こうとう花いっぱい運動 実施 実施
オリパラの機運醸成を目的に
幼小学校で花を植える活動

Ａ 教育委員会事務局

実績（確定） 計画

1-3-1 みど
りでまちにに
ぎわいをつく
ります

1-3-2 オリン
ピック・パラリ
ンピックの心
が残るまちを
つくります

令和3年度事業終了

1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり

1-1-1 みど
りに彩られた
まちをつくりま
す

1-1-2 生き
物が増えるみ
どりのネット
ワークをつくり
ます

1-2 みどりを活かしたまちなみづくり

1-2-1 公共
施設、区民・
事業者の施
設のみどりを
増やします

1-2-2 みど
りで魅力ある
良好な景観を
つくります

1-3 みどりを活かしたにぎわいづくり

令和3年度で事業終了

１みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします

令和４年度　事業進捗管理表

※●：前計画で実施している事業　★：今後実施(充実)すべき事業

基
本
方
針

施
策
の
柱

施策 主な事業※

令和3年度 令和4年度

担当部署等

計画

資料 2
評価凡例 Ａ ：実施

Ａ ：一部実施
Ｂ ：実施中・検討
Ｃ ：実施なし
休止：コロナ禍影響による休止等

1 



実績 内容 評価 内容 今後の方向性

実績（確定） 計画

基
本
方
針

施
策
の
柱

施策 主な事業※

令和3年度 令和4年度

担当部署等

計画

●公園・児童遊園整備事業
●公園・児童遊園改修事業

（仮称）大島九丁目公園
仙台堀川公園
公園（大規模改修）　２園
公園（小規模改修）　5園
児童遊園（大規模改修）　2園
児童遊園（小規模改修）　3園

（仮称）大島九丁目公園
仙台堀川公園
公園（大規模改修）　２園
公園（小規模改修）　3園
児童遊園（大規模改修）  1園
児童遊園（小規模改修）　2園

地域のニーズを反映しながら
コミュティ醸成につながる公園
等の整備・改修を計画的に実
施
（仮称）大島九丁目公園は令
和３年度にワークショップを実
施

Ａ

（仮称）大島九丁目公園
仙台堀川公園
公園（大規模改修）　1園
公園（小規模改修）　3園
児童遊園（大規模改修）1園
児童遊園（小規模改修）2園

地域のニーズを反映しなが
らコミュティ醸成につながる
公園等の整備・改修を計画
的に実施
（仮称）大島九丁目公園は
令和４年度に設計業務を実
施

土木部河川公園課　

●公園・児童遊園・遊び場維持管理事業・
　　河川維持管理事業

実施 実施

樹冠の確保など適正な維持
管理を行うことで、緑陰の確保
や魅力ある良好な景観を形成
した。

Ａ 実施

樹冠の確保など適正な維持
管理を行うことで、緑陰の確
保や魅力ある良好な景観を
形成

土木部施設保全課

★公園施設長寿命化計画策定事業 検討 検討 事業実施に向けて調査・研究 Ａ 検討 事業実施に向けて調査・研究 土木部河川公園課

イベント実施　１回 休止

例年9月に実施しているこうとう
こどもカヌー大会は、今年度「こう
とうこどもカヌーチャレンジ」とし
て規模を縮小して開催予定で
あったが、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から開催を中
止した。例年は小学校4～6年生
の児童を対象に旧中川・川の駅
で開催。

休止 イベント実施　1回

令和4年度以降はオリンピッ
ク・パラリンピック会場となっ
た海の森水上競技場にて開
催を検討中。

地域振興部スポーツ振興課

民間

★サード・プレイスとなる居場所づくり 民間

●健康増進事業
　(ウォーキングマップの更新)

健康づくりポイント提供事業の中で
ウォーキングマップの活用を予定

ウォーキングマップを活用した事
業を実施

健康づくりポイント提供事業
（こうとう健康チャレンジ）にお
いて、ウォーキングマップ活用
ポイントを設定し、コースを歩
いた参加者へポイント付与。ア
プリ内にウォーキングマップの
コースを掲載し、歩数計参加
者に冊子を配布した。

Ａ

ウォーキングマップの増刷（一
部更新）を実施。健康づくりポ
イント提供事業の定員拡充・
ウォーキングマップの活用を予
定

ウォーキングで健康づくりに
取組む区民の拡大に向けた
取り組みを検討

健康部健康推進課

★協働による公園管理運営の仕組みづくり 民間

●公園等管理運営官民連携事業 検討 実施 マーケットサウンディング実施 Ａ 実施中 公園整備方針策定 土木部河川公園課　

●マルシェ、イベント、プレーパーク等の普及 民間

★地域による公園管理運営の仕組みづくり 民間

●ＣＩＧ民間緑化推進事業
(みどりのコミュニティづくり講座)

4回 4回

ベランダという身近な場所か
ら気軽に始められるガーデニ
ング講座を実施し、地域の活
動へ広げるきっかけを提供

Ａ 4回 今後も継続して実施 土木部管理課

●みどりのボランティア活動支援事業
　(コミュニティガーデン活動団体への支援)

実施 実施 花苗等の資材を提供 Ａ 実施 引続き花苗等の資材を提供 土木部管理課

●苗圃及び区民農園維持管理事業 実施 実施
野菜や草花を栽培するレクリ
エーションの場を提供

Ａ 実施
引き続き野菜や草花を栽培
するレクリエーションの場を
提供

土木部施設保全課

●みどりのボランティア活動支援事業
(田んぼの学校運営助成)

実施 実施
ボランティア育成、田んぼ機能
維持

Ａ 実施 今後も継続して実施 土木部施設保全課

推進

2-2 みどりを使ったコミュニティづくり

2-2-1 みどりを
通してみんなが
集まる場所をつ

くります

2-2-2 みど
りを通してみ
んなが農体験
できる場所を
つくります

みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室、江東区カヌーマラソン、季節を感じるウォーキング 推進

隅田川オープンスペース等 推進

2-1-2 みん
なで魅力ある
公園をつくり
ます

豊洲グリーンプロジェクト（豊洲グリーンパークマネジメントＪＶ）等　 推進

和船乗船会、お江戸こうとう紅葉まつり、江東湾版まつり、水彩サロン、宮村河川塾、二大水門（ロックゲート・扇橋
閘門）クルージング、「水害と江東」関連クルージング、親子ハゼ釣り大会、小名木川リバーツアー、てくてく水辺
ウォークなど

推進

推進

2-1 みんなが楽しく使える公園づくり

2-1-1 地域や
利用者に求めら
れる公園をつく

ります

●区民スポーツ普及振興事業
(スポーツイベントの開催)

2 みどりをより柔軟に使えるようにします
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実績 内容 評価 内容 今後の方向性

実績（確定） 計画

基
本
方
針

施
策
の
柱

施策 主な事業※

令和3年度 令和4年度

担当部署等

計画

●不燃化特区推進事業、不燃化特区整備事業
(オープンスペース整備)

１か所 0か所
不燃化小規模空地（広場・公
園）の取得がなかったため

Ｃ 対象なし 今後も継続して実施 都市整備部地域整備課

●まちづくり事業と連携した
   オープンスペースの確保

民間

●みどりのまちなみづくり事業
(花壇等・屋上等助成)

実施
花壇等　0件
屋上等　0件

花壇等緑化　　0ｍ
屋上等緑化　　0㎡

Ａ 実施 今後も継続して実施 土木部管理課

●街路樹等維持管理事業
(街路樹の樹木健全度調査)

調査240本 調査241本
調査結果による樹木伐採
112本

Ａ 調査及び伐採
今後も継続して実施し、倒木
の危険性があるものは計画
的に伐採

土木部施設保全課

●船着場維持管理事業
(災害時における舟運の活用)

維持
237回

（令和4年7月末時点）

平常時利用
（舟運事業者、官公庁等によ
る使用）

Ａ 維持
防災時機能維持、観光、旅
客運送等水辺空間の活用

土木部施設保全課

●公園改修事業
(公園施設の防災機能強化)

実施 大島五丁目公園

地域のニーズを反映しながら、
マンホールトイレ、かまどベンチ
等の整備により防災機能を強
化

Ａ 対象なし

地域のニーズを反映しなが
ら、マンホールトイレ、かまど
ベンチ等の整備により防災
機能を強化

土木部河川公園課　

●危機管理訓練事業
(防災啓発の場としての公園活用)

休止 休止
新型コロナウイルス感染症の
影響により実施しないことに決
定

休止 １回
公園施設を利用した訓練を
実施

総務部防災課

●公園維持管理事業
(樹木維持管理)

実施 実施
公園内樹木等の維持管理を
実施

Ａ 実施
公園内樹木等について適切
な維持管理を行い、みどりあ
ふれる快適なまちを形成

土木部施設保全課

●街路樹等維持管理事業
(街路樹維持管理)

実施 実施

可能な限り樹冠の確保など適
正な維持管理を行い、緑陰の
確保や快適なまちの形成を
図った

Ａ 実施

可能な限り樹冠の確保など
適正な維持管理を行うこと
で、緑陰の確保や快適なま
ちを形成

土木部施設保全課

●河川維持管理事業
(樹木維持管理)

実施 実施
河川内樹木等の維持管理を
実施

Ａ 実施
河川内樹木等について適切
な維持管理を行い、みどりあ
ふれる快適なまちを形成

土木部施設保全課

●環境学習情報館運営事業
(みどりのカーテン設置)

休止 休止
新型コロナウイルス感染症の
影響により休止

休止 実施
感染症対策を講じたうえで
実施

環境清掃部温暖化対策課

●水防対策事業
(雨水流出抑制の推進)

実施 64件
敷地の規模に応じた基準によ
り雨水流出抑制を指導

Ａ 実施 引き続き指導を実施 土木部管理課

3-2-2 みど
りで地球環境
にやさしいま
ちをつくります

3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり

3-1-1 みど
りで災害に強
いまちをつくり
ます

推進 推進

3-1-2 身近
な公園の防災
機能を強化し
ます

3-2 みどりが支える快適なまちづくり

3-2-1 みど
りで快適なま
ちをつくります

3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます

3 



実績 内容 評価 内容 今後の方向性

実績（確定） 計画

基
本
方
針

施
策
の
柱

施策 主な事業※

令和3年度 令和4年度

担当部署等

計画

●自然とのつきあい事業
(ポケットエコスペース維持管理助成)

実施 実施
ポケットエコスペースの維持管
理等、自然環境の保全及び育
成のための支援を実施

Ａ 実施

引き続きポケットエコスペー
スの維持管理等、自然環境
の保全及び育成のための支
援を実施

土木部施設保全課

●企業のみどりに関する社会貢献活動 民間

●緑のリサイクル事業
(剪定枝等チップ化及び堆肥化)

実施 実施
剪定枝等をチップ化・堆肥化
し、資材として活用することで、
ごみの減量と緑化を推進した。

Ａ 実施
引き続き剪定枝等のリサイク
ルを実施

土木部施設保全課

●住宅団地のみどりの保全と創出 民間

★ＣＩＧ民間緑化推進事業
(みどりの基本計画推進会議)

3回開催 3回開催
第１回（令和３年7月29日）
第2回（令和3年11月25日）
第３回（令和４年２月７日）

Ａ ３回実施予定 継続して実施 土木部管理課

●エコ・リーダー養成事業 実施 実施
感染症対策を講じたうえで、エ
コ・リーダー養成講座を11月
から12月にかけて実施

Ａ 実施
感染症対策を講じたうえで
実施

環境清掃部温暖化対策課

●江東エコキッズ 実施 休止
新型コロナウイルス感染症の
影響により休止

休止 実施
感染症対策を講じたうえで
実施

環境清掃部温暖化対策課

●ＣＩＧ民間緑化推進事業
(イベントの開催)

実施 5回
CIGキャンペーン交流会を実
施し、ＣＩＧのPRを実施

Ａ 実施
感染症対策を講じたうえで、
実施

土木部管理課

★ＣＩＧ民間緑化推進事業
(みどりの顕彰制度)

検討 検討 実施に向けて検討 Ｂ 検討 実施に向けて検討 土木部管理課

●環境学習情報館運営事業
(環境学習講座)

実施 ３６回

「草木染めワークショップ～桜で
染めるシルクストール～」、「秋の
公園で自然と触れ合おう」、「木
の実でクリスマスリース作り」等

Ａ 実施
感染症対策を講じたうえで
実施

環境清掃部温暖化対策課

●庁舎維持管理事業
　（みどりのカーテン）

総務部経理課

●ＣＩＧ民間緑化推進事業
(緑被率調査・緑視率調査・みどりの実態調査)

緑被率　令和4年度予定
緑視率　令和5年度予定
実態調査　計画改定前年

緑被率　令和4年度予定
緑視率　令和4年度予定
実態調査　計画改定前年

緑被率、緑視率は５年に１度
実施

－
緑被率　令和4年度実施
緑視率　令和4年度実施
実態調査　計画改定前年

緑被率、緑視率は５年に１度
実施

土木部管理課

●「江東区みどり・温暖化対策基金」の活用 実施
CITY IN THE GREEN
民間緑化推進事業
10,398千円

緑化と温暖化対策を積極的に
推進

Ａ 実施 継続して実施
環境清掃部温暖化対策課
土木部管理課

●「こうとう伝統と未来の応援寄附金」の活用 実施
みどりのボランティア活動支援
事業　　２０0千円

水とみどりのまちづくりのため
の寄附金

Ａ 実施 継続して実施 政策経営部財政課

みどりを守り育てる
財源の確保

4-1-2 次世
代を担うみど
りの人材を育
てます

4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり

4-2-1 「みど
りの中の都市
(ＣＩＧ)」のこと
をもっと広め
ます

4-2-2 みん
なでみどりを
調べ、大切さ
を伝えます

本庁舎2階ピロティにゴーヤ、朝顔、ヘチマ等の苗を４６株を植えている。
本庁舎2階ピロティにゴーヤ、朝顔、ヘチマ等の苗を４６株を植え
ている。

4 みどりをみんなで守り育て伝えます

4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり

4-1-1 みん
なでみどりを
守り育てます

新木場駅前チャリティーハーブガーデン（ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）、再生の杜（清水建設株式
会社技術研究所）

推進

実施 推進

4 



令和４年度 各施策の取組状況

１ みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします。

1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり

1-1-2 生き物が増えるみどりのネットワークをつくります

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

小学校改築事業
ポケットエコスペースの
整備

対象なし 対象なし 対象なし

みどりのまちなみづくり事業 緑化指導 実施 101件 実施

1-2 みどりを活かしたまちなみづくり

1-2-1 公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

みどりのまちなみづくり事業 民間緑化顕彰制度 検討 検討 ※１ 検討

1-2-2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

都市景観形成促進事業 都市景観形成促進事業 実施 実施 ※２ 実施

※１ みどりのまちなみづくり事業（民間緑化顕彰制度）【検討内容】
地域の環境及び景観の向上に資する優れた緑化計画を顕彰することで、緑化に対する 意識を向上させ、Ｃ

ITY IN THE GREENの普及、推進を図る。また、 事例をまとめ、緑化計画の事前相談の際に紹介するなど
活用する。
令和３年度は他自治体の事例を参考に、制度導入に向けた課題整理を行った。

※２ 都市景観形成促進事業【実施内容】
一定規模以上の建築物等について、景観計画届出書の提出を義務付けており、このうち、大規模建築物等

については、学識経験者で構成する都市景観専門委員会に意見を求め、指導・助言を行った（専門委員会
は11回開催、新規案件は２２件を審議）。

緑化指導（屋上緑化）

緑化指導（壁面緑化）

参考２

緑化指導（地上部緑化）



令和４年度 各施策の取組状況

１ みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします。

1-3 みどりを活かしたまちなみづくり

1-3-1 みどりでまちににぎわいをつくります

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

みどりのまちなみづくり事業 保護樹木・保護樹林の助成 実施
保護樹木158本

保護樹林４，９７２㎡
実施

ＣＩＧ民間緑化推進事業 江東区みどり百景 検討 検討 ※１ 検討

1-3-2 オリンピック・パラリンピックの心が残るまちを作ります

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

スポーツを通じた魅力づくりの推進 公園等を活用したｽﾎﾟｰﾂを実施 実施 実施 ※２ 実施

ＣＩＧ民間緑化推進事業 おもてなし緑化 1回 １回 ※３ 事業終了

こうとう花いっぱい運動
オリパラの気運醸成を目的に幼
小中校で花を植える活動

実施 実施 事業終了

※１ ＣＩＧ民間緑化推進事業（江東区みどり百景）【検討内容】
収集した「みどりの魅力あふれる景観」を積極的に情報発信し、区民には地域への愛着、誇りを感じてもらい、

区外には江東区のみどりの魅力を発信していく。令和３年度は他自治体の取り組み事例を参考に、ホーム
ページ等を活用した収集方法を検討した。

※２ スポーツを通じた魅力づくりの推進
・みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室（区内の公園・河川敷でノルディックウォーキング教室を実施）
・江東カヌーマラソン（区内の河川を周回する各カヌークラブ対抗のカヌーマラソン大会）
・季節を感じるウォーキング（季節を感じながらウォーキング方法を学ぶ）

※３ ＣＩＧ民間緑化推進事業（おもてなし緑化）【実施内容】
豊洲六丁目第二公園を花と緑で彩り、地域コミュニティの醸成と東京2020大会への気運醸成を図る取組

として、ガーデニング講座、コンテナ花壇への植替えイベントを実施した。（コロナ禍により規模縮小）

保護樹木（大島三丁目団地）

保護樹林（富岡八幡宮）

2

おもてなし緑化（イベント）

ノルディックウォーキング



令和４年度 各施策の取組状況

２ みどりをより柔軟に使えるようにします2-1 みんなが楽しく使える公園づくり

2-1-1 地域や利用者に求められる公園をつくります

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

公園・児童遊園整備事業
公園・児童遊園改修事業

地域のニーズ
を反映しなが
らコミュニティ
醸成につなが
る公園等の整
備・改修を計
画的に実施

（仮称）大島九丁目公園
仙台堀川公園
公園（大規模改修）２園
公園（小規模改修）５園
児童遊園（大規模改修）２園
児童遊園（小規模改修）３園

（仮称）大島九丁目公園
仙台堀川公園
公園（大規模改修）２園
公園（小規模改修）3園
児童遊園（大規模改修）1園
児童遊園（小規模改修）2園

※１

（仮称）大島九丁目公園
仙台堀川公園
公園（大規模改修）１園
公園（小規模改修）３園
児童遊園（大規模改修）
１園
児童遊園（小規模改修）
２園

公園施設長寿命化計画策定事業
計画策定に向
けて検討

検討
事業実施に向けて

調査・研究
検討

区民スポーツ普及振興事業
スポーツイベ
ントの開催

イベント実施１回
小学校４～6年生を対象と
したカヌースプリントレース

はコロナ禍により中止
イベント実施1回

サード・プレイスとなる居場所づくり 隅田川オープンテラス 実施 ※２ 推進

健康増進事業
ウォーキング
マップの活用

健康づくりポイント提供事
業の中でウォーキングマッ

プを活用

ウォーキングマップを
活用した事業を実施

健康づくりポイント提供事
業の定員拡充・ウォーキン

グマップの活用、増刷

※１ 公園・児童遊園整備事業
施設の耐用年数及び利用状況に即した整備計画を作成し、個性ある地域づくり、施設の安全性・快適性の確

保、豪雨対策、樹木・花木・芝などの充実、ユニバーサルデザイン等に対応した改修を行っている。
（仮称）大島九丁目公園は令和３年度にワークショップを実施。ワークショップの内容は区ホームページで公開

している。

公園整備事業（古石場三丁目）

児童遊園整備事業（潮見一丁目）

スポーツイベント（R1）

※２ サード・プレイスとなる居場所づくり【実施内容】
公益財団法人東京都公園協会は、水辺のオープンスペースとして、隅田川をどのように使えるか試すために、

11月から隅田川テラスで取り組みを実施した。 隅田川オープンテラス



令和４年度 各施策の取組状況

２ みどりをより柔軟に使えるようにします

2-1 みんなが楽しく使える公園づくり

2-1-2 みんなで魅力ある公園をつくります

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

協働による公園管理運営の仕組み
づくり

区民・事業者・ＮＰＯ等と
連携し、マルシェ・イベント
の実施による公園づくり
やプレーパーク等、こども
が自由に遊べる環境づく
りを進める。

推進 推進

マルシェ、イベント、プレーパーク等
の普及

地域による公園管理運営の仕組み
づくり

公園の利用について、区
内一律のルールではなく、
利用者や地域特性に応じ
たルールづくりに取り組ん
で行きます。

推進 推進

※１ 協働による公園管理運営の仕組みづくり【実施内容】
豊洲公園では、豊洲をさらに魅力的なまちにするために、１００年先まで続く仕組み「豊洲グリーン１００プロ

ジェクト」が進行中。プロジェクトは、景観や環境を意識した活動を地域に広げることを目的とし、公園を拠点
に緑の育成・啓発活動、園芸教育、環境教育を行っている。公園で開催している「豊洲スタイルマーケット」や
「豊洲ガーデンラボ」などのイベントの収益が充てられている。

豊洲スタイルマーケット

豊洲ガーデンクラブ

4豊洲公園入口ガーデン



令和４年度 各施策の取組状況

２ みどりをより柔軟に使えるようにします

2-2 みどりを使ったコミュニティづくり

2-2-1 公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

ＣＩＧ民間緑化推進事業
みどりのコミュニティづくり
講座

４回
４回

実施※１
４回

みどりのボランティア活動支援事業
花苗等の資材を提供
コミュニティガーデン活動
団体への支援

実施 実施 ※２ 実施

※１ ＣＩＧ民間緑化推進事業（みどりのコミュニティづくり講座）【実施内容】
ベランダでのガーデニングを通してコミュニティづくりを進めることを目的に、地域の人との交流を深めなが

ら、自主的に緑化活動を始められる人材を育てている。（コロナ禍により1回規模縮小）
4地域で開催し、野菜、コンテナガーデンなどさまざまなテーマを扱っている。区内の緑地やみどりの活動に

ついて、講座内で紹介するとともに、実際に現地を見学するツアーを講座終了後に行っている。

※２ みどりのボランティア活動支援事業（コミュニティガーデン活動団体への支援）【実施内容】
花苗等の資材提供やアドバイザーの派遣等を実施した。その他、コミュニティガーデン見学会の実施などに

より、コミュニティガーデン活動の認知度向上を図った。 5

ベランダガーデニング講座

コミュニティガーデン活動



令和４年度 各施策の取組状況

２ みどりをより柔軟に使えるようにします

2-2 みどりを使ったコミュニティづくり

2-2-2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

苗圃及び区民農園維持管理事業
野菜や草花を栽培するレク
リエーションの場の提供

実施 実施 ※１ 実施

みどりのボランティア活動支援事業
ボランティア育成、
田んぼ機能維持、田んぼの
学校運営助成

実施 実施 ※２ 実施

※１ 苗圃及び区民農園維持管理事業【実施内容】
区民農園の令和３年度における応募状況は、辰巳区民農園が倍率3.5倍（前年度1.9倍）、城東区民農園

が10.2倍（前年度5.4倍）、夢の島区民農園の個人区画が5.9倍（前年度3.5倍）、団体区画が1.3倍（前
年度1.3倍）となっている。（※コロナ禍のため2年度からの繰越し利用分を除いた区画数（辰巳72、城東63、
夢の島86区画）に対する倍率。）

（Ｒ3）田んぼの学校（稲刈り）

※２ みどりのボランティア活動支援事業（田んぼの学校運営助成）【実施内容】
コロナ禍の影響により田んぼの学校活動は参加者数の制限など事業を縮小しながら実施。

（Ｒ4）田んぼの学校（田植え）

6

区民農園（夢の島）



令和４年度 各施策の取組状況

3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます

3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり

3-1-1 みどりで災害に強いまちをつくります

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

不燃化特区推進事業
不燃化特区整備事業

オープンスペース整備 1か所 ０か所
対象
なし

街路樹等維持管理事業 街路樹の樹木健全度調査 調査２４０本 調査２４1本
調査及
び伐採

まちづくり事業と連携した
オープンスペースの確保

オープンスペースの確保 推進 推進 ※１ 推進

3-1-2 身近な公園の防災機能を強化します

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

危機管理訓練事業
防災啓発の場としての
公園活用

休止
（コロナ禍による）

休止
（コロナ禍による）

1回

3-2 みどりが支える快適なまちづくり

3-2-2 みどりで地球環境にやさしいまちをつくります

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

環境学習情報館運営事業 みどりのカーテン設置 休止
（コロナ禍による）

休止
（コロナ禍による）

実施

水防対策事業 雨水流出抑制の推進 実施 64件 実施

※1 まちづくり事業と連携したオープンスペースの確保（オープンスペースの確保）【実施内容】
亀戸六丁目地区では、まちづくり方針に基づき、敷地内全体に豊かな緑化を行うことにより、近隣に開放され

たにぎわいと憩いの場所を創出するとともに、都市型水害の防止など環境に配慮した広場の整備を行った。

オープンスペース整備
（北砂四丁目第三児童遊園）

みどりのカーテン
（えこっくる江東）

7オープンスペースの確保
（亀戸六丁目地区）



令和４年度 各施策の取組状況

4 みどりをみんなで守り育て伝えます

4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり

4-1-1 みんなでみどりを守り育てます

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

自然とのつきあい事業
ポケットエコスペース
維持管理支援

実施 実施 ※１ 実施

企業のみどりに関する社会貢献活
動

社会貢献活動 実施 ※２ 推進

緑のリサイクル事業
剪定枝等チップ化及び
堆肥化

実施 実施 ※３ 実施

住宅団地のみどりの保全と創出 みどりの保全と創出 実施 推進

ＣＩＧ民間緑化推進事業
みどりの基本計画推進
会議

３回開催 ３回開催 3回開催

再生の杜（清水建設）

※３ 緑のリサイクル事業（剪定枝等チップ化及び堆肥化）【実施内容】
剪定枝等をチップ化・堆肥化し、資材として活用することで、ごみの減量と緑化を推進。
【令和3年度実績】 剪定枝搬入量2100㎥ チップ生産量600㎥ 堆肥生産量250㎥

※２ 企業のみどりに関する社会貢献活動（社会貢献活動）【実施内容】
清水建設株式会社技術研究所（越中島3-4-17）には、都市型ビオトープ「再生の杜」があり、設置後10年

以上にわたり動植物のモニタリングを行うなど貴重な取り組みを続けている。

※1 自然とのつきあい事業（ポケットエコスペース維持管理助成）【実施内容】
ポケットエコスペースの維持管理および自然環境の保全及び育成のための支援を実施。

写真

自然とのつきあい事業

緑のリサイクル事業

再生の杜（清水建設）

※２ 企業のみどりに関する社会貢献活動（社会貢献活動）【実施内容】
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社により造成された「新木場駅前チャリティーハーブガーデン」では、摘み取った

ラベンダーを使ってハーブの加工品を作成・販売し、売上を花と緑を広げる活動をしている団体に寄付している。

ハーブガーデン
（ＮＥＣソリューションイノベータ）

8



令和４年度 各施策の取組状況

4 みどりをみんなで守り育て伝えます

4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり

4-1-2 次世代を担うみどりの人材を育てます

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

エコ・リーダー養成事業
感染症対策を講じたうえで
１１・１２月にかけて実施

実施 実施 実施

江東エコキッズ
新型コロナウイルス感染症
の影響により休止

実施
休止

（コロナ禍）
実施

4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり

4-2-1 「みどりの中の都市(ＣＩＧ)」のことをもっと広めます

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

ＣＩＧ民間緑化推進事業 みどりの顕彰制度 検討 検討※１ 検討

4-2-2 みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます

事業 内容 Ｒ3計画 Ｒ3実績 R4計画

環境学習情報館運営事業 環境学習講座 実施 ３６回 実施

庁舎維持管理事業 みどりのカーテン ― 実施 実施

ＣＩＧ民間緑化推進事業
緑被率調査・緑視率調査・
みどりの実態調査

緑被、緑視率は
５年に１度実施

緑被率 Ｒ4予定
緑視率 Ｒ4予定

実態調査 計画改
定前年

緑被率 実施
緑視率 実施

実態調査 計画改
定前年

※1 ＣＩＧ民間緑化推進事業（みどりの顕彰制度）【検討内容】
みどりに関する主体的な活動を促進するために、区民や事業者のみどりに関する活動のうち、他の活動のお

手本となるものやＣＩＧの実現に大きく貢献するものについて顕彰する。
令和３年度は、緑化計画の手引きに優良緑化事例の収集について記載し調査を行った。

エコ・リーダー養成事業

江東エコキッズ（R4）

環境学習情報館運営事業
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江東区みどりの基本計画推進会議部会について（報告） 
 
部会テーマ 

みどりに関心を持ち、その仲間を増やし、活動する 

 
 
第３回部会 

日時：令和４年２月１５日（火）14 時開始 

場所：オンライン・書面形式併用 

議題 

（１）前回の振り返り  

（２）推進会議から提示された各課題について  

（３）今後の進め方について 

（４）その他                   第３回部会（オンライン形式）の様子 
概要 

 第２回部会に引き続き、推進会議から提示された各課題について、課題毎に作

成した部会員の活動内容や提案を、７つの課題のうち、５～７まで作成した部会

員が説明した。 

 課題３のみどりの活動の情報発信について、区で展開している既存のサイト及

び区報の活用や民間と区が協働で発信するなど、どういったことが効果的で持続

的かを検討する必要があるなどの意見が出た。また、ニューヨークなど海外のホ

ームページの事例紹介や部会が主体となってイベントや講座を実施することで

情報の収集ができるのでは、などの意見が出た。 

 
 

第４回部会 

日時：令和４年３月１１日（金） 15 時開始 

場所：オンライン形式 

議題 

（１）行事等実施予定について 

（２）前回の振り返り  

（３）今後の進め方について  

（４）スケジュールについて 

（５）その他 

概要 

 今年度実施する部会員主催のイベントについて情報交換し参加を募った。生物

多様性チーム江東が 7 月に生物多様性フェアを開催するとの情報提供があった。 

 前回は情報発信の話題が出ており、情報発信の場や各地でイベントを実施して

ファンを増やすことを目的に、すでに実施されている各地区でのイベントに、部

会員が参加していくといった意見が出た。イベントは豊洲、東陽、大島・亀戸の

３か所という案が出ていた。 

資料３ 



また、武蔵野市や三鷹市、国分寺市で作成したスタンプラリーなどの地図と取

り組み、区内で実施しているウォーキングマップなどの情報提供が行われた。 

資料 行事等の実施予定（集計表） 
 
 

第５回部会 

日時：令和４年 4月１9日（火） 14 時開始 

場所：オンライン形式 

議題 

（１）前回までの振り返り 

（２）行事等の実施予定について  

（３）今年度開催予定のイベントについて  

（４）次回の部会について 

（５）今後の進め方について 

（６）その他 

概要 

 今年度実施する部会員主催のイベントについて情報交換した。5月には旧中川・

川の駅で夜の水彩カフェテラスを実施することや亀戸のカメリアプラザで駅前

花壇の植え替えや懇親会があるとの情報提供があった。 

 また、11 月に開催するグリーンフェスタや豊洲ぐるりパークで実施しているイ

ベントの概要や参加方法、竪川での開催するための課題や魅力について意見があ

った。 

また、水辺で実施するイベントには防災の意味もあるなど、単一の目的ではな

く、複合的な目的を絡めて実施する効果について意見がでた。 

５月は豊洲公園をはじめ、豊洲ぐるり公園の取り組みについて視察をする予定

である。 

６月は竹中工務店での会議及び汐浜テラスを含む東陽町周辺の現場視察を実

施する。 
 
 

第６回部会 

日時：令和４年５月１７日（火） 14 時開始 

場所：豊洲ぐるり公園（豊洲公園、豊洲六丁目第二公園）、NPO 法人マギーズ東京 

議題：現地視察 

概要 

豊洲ぐるり公園のうち、豊洲公園での公園づくり・運営や豊洲第二公園にて、

おもてなしガーデンの整備（コミュニティガーデン）、船カフェなどのイベントの

紹介を実施主体の部会員から説明してもらい、意見交換を行った。 

また、マギーズ東京では、施設運営の目的やみどりの役割などについて説明を

受け、内部の視察を行った。 

終盤では豊洲公園に戻り、今後実施するイベント内容を含む情報提供および意

見交換を実施した。 



 
 
 
 
 
 
 

視察の様子 

 
 

第７回部会 

日時：令和４年６月２１日（火） 14 時開始 

場所：株式会社竹中工務店東京本店会議室 

（新砂１－１－１） 

議題 

（１）前回までの振り返り 

（２）行事等の実施予定について  

（３）推進会議からの課題解決のための提案について  

（４）次回の部会について 

（５）その他                                                会議の様子 
概要 

 部会員である竹中工務店の会議室で開催し、前半は会議を実施、後半は汐浜テ

ラスや東陽公園（コミュニティガーデン）の視察を実施した。 

 会議では 7月の生物多様性フェアについて、部会員から多くの参加がある予定

との報告があった。 

また、推進会議から提示された７つの課題について、今後の方向性など、推進

会議へ報告する資料案を部会長が作成し、部会員の意見徴収を行った。 

また、今後は地域課題を解決していくための手法として、江東区の強みである

大きな公園などの拠点を活用していくことや地域に詳しいキーマンをイベント

や部会開催に合わせて呼ぶなどの意見がでた。 

次回は、今後の地域における取組を行うことを見据えて、まず東陽町周辺で部

会員によるまち歩きを行い、地域やみどりの課題とみどりの魅力について現地視

察を実施して洗い出すこととした。 
 
 

第８回部会 

日時：令和４年７月１９日（火） 15 時開始 

場所：東陽付近 

議題：東陽付近現地調査 

概要 

 区役所を中心として、南西方向、北東方向、北西方向に 3班に分かれて、現地調

査を行った。 



次回は各班で撮影した写真を地図に落とし、東陽地区における地域の課題とみど

りの魅力等について整理する予定である。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

現地調査の様子 



江東区みどりの基本計画推進会議　部会　名簿

№ 職名 氏名 現職等

1 部会長 美濃又　哲男 みどりネットKoto　代表

2 部会員 早坂　治子 東陽６・７丁目町会　会長

3 部会員 矢部　正治 公募区民

4 部会員 須永　俶子 ＮＰＯ法人江東区の水辺に親しむ会　理事長

5 部会員 渡部　陽介 清水建設株式会社　技術研究所

6 部会員 伊藤　裕之 管理課長

7 部会員 大野　俊明 道路課長

8 部会員 清田　光晴 河川公園課長

9 部会員 佐藤　留美
特定非営利活動法人 Green Connection TOKYO
特定非営利活動法人 NPO birth

10 部会員 中安　敬子 特定非営利活動法人マザーツリー自然学校

11 部会員 阿河　眞人
生物多様性チーム江東
特定非営利活動法人ネイチャーリーダー江東

12 部会員 東方　陽子
みどりネットKoto
特定非営利活動法人GreenWorks

13 部会員 森岡　好和
江東CIGビジョン推進会議
株式会社森岡

14 部会員 乾　靖 株式会社竹中工務店

15 部会員 室橋　智 物林株式会社

16 部会員 林　康裕 天龍造園建設株式会社

推進会議
委員推薦

部会員

推進会議
委員



 

 

緑化指導のあり方に関する検討について 

 

１ 経 緯 

  一定規模以上の敷地で建築行為等を行う場合は、緑化に関する計画を区に

提出し、認定を受けなければならない。 

  昨今、特に日常的な維持管理が困難な屋上部のうち一部の緑化については、

植栽した樹木等が枯れるなど、当初の植栽状態を維持できていないという実

態がある。また、鳥類が営巣し、鳴き声や糞害など区民生活に影響を及ぼす事

例も発生している。 

  一方で、適切に維持管理が可能な構造の建築物では、健全な屋上緑化を確保

できている例も多くあることから、本区 CIG 推進の方針を踏まえた緑化の充

実を図るために、日常的なメンテンナスにも配慮した緑化指導を行うことが

必要になっている。 

 

２ 目指すべき緑化基準 

  建築物上（屋上部）における効果的かつ持続可能な質の高い緑化 

（１）効果的とは・・・ 

   緑の量の確保、建築物への熱負荷の低減、ヒートアイランド現象の緩和、

エコロジカルネットワーク（生態系ネットワーク）、“風の道”の形成 

（２）持続可能とは・・・ 

   維持管理者による潅水、施肥、剪定、防虫や見回りが、容易かつ安全に実

施できる状態 

 

３ 課 題 

  現在実施している緑化指導の基準は、屋上へ安全に上がることができる階

段やエレベーターなどの設備や、屋上部に転落防止柵、フェンス等の設備が

ない場合であっても、緑化計画として認めている。 

  当該設備等がないことも原因の一つとして、日常的な管理が困難となり、植

栽の枯れなど、良好な植栽状態を維持できていない物件が散見される。みど

りの基本計画では、環境改善・景観向上など、みどりが有する機能を発揮さ

せていくこととしているが、緑化指導が十分効果的な機能発揮につながって

いるとはいえない。 

 

 

資料４ 



４ 検討体制 

（１）（仮称）緑化指導のあり方検討委員会 

  新たに庁内検討会を設置し、江東区みどりの条例（施行規則）で規定してい

る緑化基準やみどりの基本計画をベースに、庁内の関係各課で本区の緑化指

導のあり方について検討する。 

  特に、集合住宅における植栽等の環境づくりと、屋上へ上がるための階段、

エレベーター等の設置や手すりなどの管理に関することについては、新たな

マンション建設方針策定に向けた見直しと並行して検討していく。 

 （構成員） 

 土木部長、企画課長、営繕課長、環境保全課長、都市整備部関係各課長、 

 学校施設課長、土木部関係各課長 

（２）みどりの基本計画推進会議 

  区内緑化の推進に関する事項として、意見聴取する。 

 

５ 今後のスケジュール 

  令和４年 ８月～ 庁内検討 

      １１月  見直し素案策定 

      １２月  みどりの基本計画推進会議での意見聴取 

  令和５年 １月  見直し案策定 

３月  議会報告、規則改正等 

       ４月  見直し実施 

 

６ 参 考 

（１）マンション対策本部会議 

  マンション建設方針の見直しの中で、「マンションの持続可能性」の視点か

ら、緑化指導についても検討していく。 

（２）東京都鳥獣保護管理事業 

  令和４年４月から、ウミネコの卵と雛の捕獲が可能になった。 


