第５章
重点施策
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第５章

重点施策

１ ＣＩＧ推進地区の指定
本区は東京湾に面するとともに、河川・運河が区内を縦横に流れていることが大きな特徴です。
「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の実現を目指し、環境・生物多様性の保全等のみど
りの機能が十分発揮され、区民生活の質の向上を図っていくために、水辺を中心として、みどりの動
脈やみどりのみちを形成しながら、区内全域での緑化を推進していくことが重要です。
区内では、土地利用転換や再開発が進んでおり、これらを契機とした屋上緑化や壁面緑化等を含
む多様な緑化を展開することで質の高いみどりの充実を図る等、区民や事業者との協働による緑化
を進めていくことも重要です。
区民・事業者・区が連携してさらに緑化を進め、「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の
実現を図るため、区内全域を CIG 推進地区に指定します。

屋上緑化・壁面緑化

エコスペース

接道部緑化
街路樹
オープンスペース
コミュニティガーデン活動

水辺・潮風の散歩道整備

護岸緑化

ＣＩＧ推進地区のイメージ
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２ 重点プロジェクト
（１）基本的な考え方

基本方針と重点プロジェクトの対応
基本方針

1

みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします

基本方針

みんなでつくる公園
プロジェクト

第４章

施策

目標：みどりがあることで子育てしやすいと思う区民の
割合

3

みどりを安全と生命を支えるために充実させます

安全・安心なまちづくり
プロジェクト

第５章

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

第６章

4

みどりをみんなで守り育て伝えます

（２）水辺の緑化推進プロジェクト
① プロジェクトの狙い
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第７章

計画実現に向けて

区ではこれまでにも、江東区ならではの豊富な水辺を活かして、水辺の魅力づくりや風の道の形
成に取り組んできました。今後は更なるみどりのネットワークの充実、水辺・潮風の散歩道の連続
性・回遊性の向上等により、みどり豊かなまちなみの形成や生物多様性の向上が期待されていま
す。
水辺・潮風の散歩道については、東京都との連携により、引き続き整備を進めるとともに、河川
沿いの緑化、橋梁周辺等の緑化等を通して、水辺と一体となった緑化空間及びネットワークの形
成を進め、水彩都市・江東の魅力を高めていきます。

地区別取組⽅針

目標：みどりに関する活動に取り組んでいる区民の割合

重点施策

目標：みどりがあることで災害時の安全性が感じられる
と思う区民の割合
基本方針

第３章

2

みどりをより柔軟に使えるようにします

基本方針

水辺の緑化推進
プロジェクト

ＣＩＧビジョン
︵基本⽅針︶

目標：みどりがあることで美しいまちなみが保たれてい
て気持ちいいと思う区民の割合

第２章

江東区のみどり
の現状と課題

「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）」の実現に向けて、各基本方針の目標達成に向けて先
導的な役割を果たす取組を重点的に取り組む施策として位置付けます。
江東区の特色を踏まえながら、各基本方針の目標達成に向けて特に効果的と考えられる取組とし、
多様な主体との協働を加速させる視点や多くの関係主体への波及効果を生み出す視点を重視します。
取組内容やスケジュール、役割分担等を明確にすることで、実効性を高めていきます。

計画改定に
当たっての考え⽅

第１章

② 展開する主な事業
 水辺・潮風の散歩道整備事業
 河川や運河沿いを散歩道として整備することで、区民が水辺に親しめる環境を充実させて
いきます。
 CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業
（屋上緑化、壁面緑化、河川護岸緑化）
 公共施設の新築・改築及び大規模改修に合わせて、屋上緑化・壁面緑化等を進め、水辺か
ら広がる美しいまちなみを区全体に展開していきます。また、東京都の護岸補強工事にあ
わせて河川の護岸緑化を進めていきます。

 CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業（「風の道」緑化）
 橋の架け替えの際に使用する敷地である「橋台敷」を緑化することで、みどりのネットワ

ークやクールスポットを充実させていきます。
 CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業（公園内接道緑化）
 みどり豊かなまちなみづくりに向けて、区立公園と道路が接している箇所に花の咲く低木
等を植栽し、積極的な緑化を進めていきます。
 CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業（シンボルツリー整備）
 駅前広場等に花壇やシンボルツリーを設置し、みどり豊かなまちなみづくりを進めていき
ます。
 CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業（地域特性緑化）
 各地域の歴史的背景や特性に応じた樹種を選定し、公園・散歩道等に植栽することで、魅
力ある地域づくりを進めていきます。

事業実施スケジュール
事業名
水辺・潮風の散歩道整備
事業
CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業
（屋上緑化、壁面緑化、
河川護岸緑化）

令和 2～6 年度

令和 7～11 年度

推進

土木部河川公園課
教育委員会事務局学校施
設課
総務部営繕課

屋上・壁面緑化
護岸緑化は東京都の護岸
補強工事終了後に実施

CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業
（「風の道」緑化）

推進

CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業
（公園内接道緑化）

推進

CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業
（シンボルツリー整備）

推進

CITY IN THE GREEN 公共
緑化推進事業
（地域特性緑化）

推進

担当部署

（河川護岸緑化に移行）

土木部河川公園課

土木部道路課

土木部河川公園課
土木部道路課
土木部河川公園課
土木部河川公園課
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江東区は 23 区の中でも区民 1 人当たりの公園面積が比較的大きい区です。公園を様々な形でラ
イフスタイルに取り入れることで、子育て支援や健康づくり、コミュニティづくり等、区民の暮ら
しがより豊かになることが期待されます。区民アンケートでも、公園でやってみたいこととして、

計画改定に
当たっての考え⽅

第１章

（３）みんなでつくる公園プロジェクト
① プロジェクトの狙い

様々な期待が寄せられました。
そこで、都市公園法の改正により創設された制度等も活用しながら、区民や事業者との連携を加

② 展開する主な事業

 公園改修・児童遊園改修事業
 改修に当たっては、公園の地域特性や利用者ニーズに即した整備を進めていきます。規模
が小さく、十分活用されていない児童遊園等については、公園・緑地の整備方針に基づき、
機能の再編を検討していきます。

事業名
公園等管理運営官民連
携事業

令和 2～6 年度

令和 7～11 年度

対象公園・
民活手法検討

連携事業

第４章

施策

事業実施スケジュール

第３章

ＣＩＧビジョン
︵基本⽅針︶

 公園等管理運営官民連携事業
 魅力ある公園づくりに向けて、事業者との連携を進めていきます。事業者との連携により、
バーベキュー、キャンプ等、区民ニーズの高い施設整備を実現するとともに、その収益施
設から生ずる収益の一部を公園の整備に還元する仕組み等をつくっていきます。また、マ
ルシェ、フリーマーケット等、区民が公園でやってみたいことができるようなルールづく
り等を進めていきます。

江東区のみどり
の現状と課題

速させ、区民の様々な期待に応え、ライフスタイルを豊かにする公園づくりを進めていきます。

第２章

担当部署
土木部河川公園課
第５章

土木部河川公園課

近年、各地で頻発する災害や首都直下地震への懸念を背景として、防災への意識が高まっていま
す。区民アンケートの結果からも、緑化を進める上で必要な取組として、
「災害に強いまちづくり」
や「安全に暮らせるまちづくり」を求める声が多く上げられました。
区ではこれまでも、防災に資するみどりの充実を進めてきましたが、引き続き、みどりの持つ防
災機能を高める取組を進めていきます。

第６章

地区別取組⽅針

（４）安全・安心なまちづくりプロジェクト
① プロジェクトの狙い

重点施策

公園改修・児童遊園改修 検討・改修
事業（改修・機能再編）

 みどりのまちなみづくり事業
 震災時のブロック塀の倒壊による被害を軽減し、避難路の安全を確保するため、接道部の
緑化を進めていきます。既存の緑化助成制度について、より使いやすいように制度を見直
していきます。
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計画実現に向けて

第７章

② 展開する主な事業

 街路樹等／河川／公園維持管理事業
 街路樹や水辺・潮風の散歩道、公園等の樹木の健全度調査を行い、その結果を踏まえた適
切な維持管理を進めていきます。
 公園改修事業
 身近な公園は、災害時の一時集合場所や活動拠点としての役割を発揮できるよう、防火水
槽、かまどベンチ、マンホールトイレの整備等により、防災機能の強化を進めていきます。

事業実施スケジュール
事業名

令和 2～6 年度

み ど り の ま ち な み づ 制度検討
くり事業
街路樹等／河川／公
園維持管理事業

調査

公園改修事業
（防災機能強化）

推進

令和 7～11 年度
制度改正・運用

運用

担当部署
土木部管理課
土木部施設保全課
土木部河川公園課

（５）みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）魅力発信プロジェクト
① プロジェクトの狙い
本計画のテーマとして掲げた「みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現」に向けて、区
民・事業者が積極的にみどりを守り育てる活動に関わることが望まれます。一方で、CIG に対する
区民の認知度は約 1 割程度と低く、みどりに関する活動にみんなで取り組む機運を高めていく必
要があります。また、みどりの活動に興味があるものの、必要な情報が得られないといった声も寄
せられています。
そこで、本区のみどりの魅力やみどりの活動に参加するきっかけとなるような情報について、ホ
ームページや SNS、区役所のこうとう情報ステーションやイベント等、様々なメディアや機会を通
して、広く情報発信していきます。

② 展開する主な事業
 CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業（江東区みどり情報の発信）
 江東区みどり情報や区が行うみどりのイベント等を区ホームページや SNS を活用し、江東
区のみどりの魅力を積極的に情報発信していきます。また、
「みどりの学びの場」
「みどり
の交流の場」
「みどりの情報発信の場」
「みどりの支援の場」等、江東区みどり総合ポータ
ルサイトの開設について検討していきます。

事業実施スケジュール
事業名
CITY IN THE GREEN
民間緑化推進事業
（江東区みどり情報の
発信）

令和 2～6 年度

令和 7～11 年度

担当部署

推進

土木部管理課
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