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どんなことが書かれているの？ 

都市緑地法第 4 条に規定される「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」
として、みどりの保全と緑化の推進に関する施策を計画的に推進するために、区が策定するもの
です。 

江東区では平成１９年に当初計画である「江東区みどりと自然の基本計画」を策定し、その後
長期計画において「CITY IN THE GREEN」の考え方が位置付けられたことを受け、目指すべき
都市像や取組を明らかにした「江東区 CIG ビジョン」を策定し、緑化施策を進めてきました。 

しかし、みどりを取り巻く社会情勢は大きく変化し、課題も変化しています。 
そこで、当初計画の基本的な考え方を継承しつつ、これからの時代を見据えた新たな取組が必

要になったため、改定することといたしました。 

木や草等の植物を「緑」とします。 
それに対して、植物だけでなく、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「みどり」とします。 

 

本計画には、みどりのネットワーク、みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN)の実現に向けた
４つの CIG ビジョン（基本方針）、みんなで取り組んでいくことが書かれています。 

本計画における「みどり」のイメージ 

「みどりの基本計画」って何？ 

どうして改定する必要があるの？ 

「緑」と「みどり」って何が違うの？ 

建物（屋上・壁面・ベランダ）の緑 

水辺 

草地 

樹林地 

ポケットエコスペース 

公園 

コミュニティ 
ガーデン 

住宅地の緑地 

広場 
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みどりの

動脈 

広域的な環境を

支える海や河川

及び区の骨格を

形成している河川 

 

みどりの
拠点 

みどりの多様な機

能を発揮し、地域

の中心となる公園

緑地 

 

みどりの
みち 

みどりの動脈やみ

どりの拠点をつな

ぐ河川・運河、親

水 公 園 、 幹 線 道

路、緑道 

 

みどりの
網 

区全域（区全体

に網目状のみどり

を増やす） 

 

 

江東区が実現を目指す「CITY IN THE GREEN」とは 

みどりのネットワーク 
「みどりの動脈」と「みどりの拠点」を「みどりのみち」でつなぐことで、環境、生物多様性、防災

等をはじめとするみどりの多様な機能が発揮できる「みどりのネットワーク」を充実させます。さらに
区全域で緑化施策を推進し、区全体に「みどりの網」を張り巡らせ「CITY IN THE GREEN」を実
現していきます。 

江東区は水辺と緑に恵まれたまちです。また、水辺を活かした親水公園や大きな樹木が育った大規
模な公園等、特色ある公園にも恵まれています。こうしたみどりは将来に引き継いでいくべき貴重な資
産です。 

「CITY IN THE GREEN」は、江東区が目指すみどりのまちづくりの基本となる考え方であり、「み
どりの中の都市」をイメージしています。みどりの資産を大切に守り、育てていくとともに、あらゆる場所
での緑化を進めることで、まち全体がみどりに囲まれた「水彩都市・江東」を実現していきます。 
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みどりの基本計画のテーマ 

公園や緑地では、レストランや売店の設置等、

魅力あるにぎわいづくりが進んでいます。 
風の道を通して心地よい風

がまちに流れ、木々の緑陰

の中で快適に過ごせます。 

水辺・潮風の散歩道によ

り、みどりのネットワー

クが形成されています。 

水辺が日常的な運動の場となり、

健康づくりに役立っています。 

ガーデニング講座を通して、ベランダ等でみ

どりを育てる楽しさが広がっています。 

四季折々の魅力ある

景観を楽しめます。 

社寺林等、地域の歴史

ある樹木や樹林地が守

られています。 

 公園では、マルシェやイベン

ト、プレーパーク等が開催さ

れ、楽しんでいます。 

ポケットエコスペースにより、

生物多様性が保たれています。 

区民参加型みどりの調

査を通して、環境教育

が行われています。 

運河ルネサンス等のイベ

ントにより、まちづくり

と一体となった水辺が活

用されています。 

建物の屋上や壁面の緑化

が進んでいます。 
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みどりの中の都市（CITY IN THE GREEN）の実現 

コミュニティガーデンでは花

や緑を育てるたくさんのボラ

ンティアが活躍しています。 

講座や学校教育との連携に

より、みどりを守り育てる

人材が活躍しています。 

カヌー・カヤック等水辺

を活かしたスポーツに身

近に親しめます。 

オープンスペースや避難路

が確保され、災害に強いま

ちづくりが進んでいます。 

農園等で農作物を

育てています。 

公園等を舞台に、スポーツ

や健康づくり等のイベント

が行われています。 

街路樹や公園の樹木が美

しく保たれています。 様々な主体によるみど

りの保全や環境教育が

行われています。 

みどりのリサイクルに

より、堆肥や木工材と

して活用しています。 

公園では、キャンプやバ

ーベキュー等を楽しみ、

にぎわっています。 
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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２ みどりをより柔軟に使えるようにします 

 

基本方針３ みどりを安全と生命を支えるために充実させます 

 

基本方針４ みどりをみんなで守り育て伝えます 

 

🍂🍂水辺を活かしたみどりのネットワークづくり 
みどりに彩られたまちをつくります 

    生き物が増えるみどりのネットワークをつくります 
🍂🍂みどりを活かしたまちなみづくり 

公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします 
みどりで魅力ある良好な景観をつくります 

🍂🍂みどりを活かしたにぎわいづくり 
みどりでまちににぎわいをつくります 
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 

🍂🍂みどりが支える安全・安心なまちづくり 
みどりで災害に強い街をつくります 
身近な公園の防災機能を強化します 

🍂🍂みどりが支える快適なまちづくり 
みどりで快適なまちをつくります 
みどりで地球環境にやさしいまちをつくります 

🍂🍂みんなが楽しく使える公園づくり 
地域や利用者に求められる公園をつくります 
みんなで魅力ある公園をつくります 

🍂🍂みどりを使ったコミュニティづくり 
みどりを通してみんなが集まる場所をつくります 
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 

 

🍂🍂みんなで守り育てるみどりのまちづくり 
みんなでみどりを守り育てます 
みどりを守り育てる人材を育てます 

🍂🍂みどりの大切さを伝える仕組みづくり 
「みどりの中の都市（ＣＩＧ）」のことをもっと広めます 
みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます 

重点プロジェクト 水辺の緑化推進プロジェクト 

 

ＣＩＧビジョン（基本方針）とみんなで取り組んでいくこと 

重点プロジェクト みんなでつくる公園プロジェクト 

 

重点プロジェクト 安全・安心なまちづくりプロジェクト 

 

重点プロジェクト 
みどりの中の都市（ＣＩＧ） 
魅力発信プロジェクト 
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●深川北部地区 
下町風情が残るみど
りと新たな芸術・文
化が息づくまち 

 ●城東北部地区 
水辺のスポーツが身
近に楽しめる魅力あ
るまち 
 

 

●深川南部地区 
伝統と未来が織り成
すみどり豊かなまち 

 ●城東南部地区 
くらしにみどりが溶
け込むふれあいと活
気のあるまち 

 

●南部地区 
（南部地区西・南部
地区東） 
みどりをみんなで
育む環境にやさし
いまち 

 ●湾岸地区 
東京湾を望む壮大
なみどりに囲まれ
たまち 

 

 

各地区の目標 

② 区民評価に関する目標 

計画の目標と地区別に取り組んでいくこと 
★目標 令和 11 年度における計画実現に向けた目標を設定します。 

 

 

 現状値 目標値  現状値 目標値 

緑被率 １８．７％ ２２％ 緑視率 １６．３％ ２２％ 

水辺・潮風の 
散歩道の整備率 

５８％ ６３％ 公園面積 ４３８．１ｈａ ５７２．９ｈａ 

 

① 計画の達成状況を示す目標 

 現状値 目標値 

みどり（水辺と緑）に満足している区民の割合 ７４．４％ ８０％ 

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 ６１．２％ ７０％ 

みどりがあることで子育てしやすいと思う区民の割合 ４４．５％ ５０％ 

みどりがあることで災害時の安全性が感じられる区民の割合 ４３．９％ ６０％ 

みどりに関する活動に取り組んでいる区民の割合 ４３．６％ ５０％ 

 
★地区別に取り組んでいくこと  区全体の将来像を達成するため、各地区が果たすべき役割

を示します。 
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 江東区みどりの基本計画（概要版） 

発 行 年 月 

編集・発行 

令和２年３月 

江東区土木部管理課 

東京都江東区東陽４－１１－２８ 

TEL ０３－３６４７－２０７９ 

FAX  ０３－３６４７－８４５４ 

 

 

計画の進行管理 
計画を着実に推進していくために、区民・事業者・区が連携・協働して計画の進捗管理と評価を行

う「（仮称）みどりの基本計画推進会議」を立ち上げます。 
本計画の策定後は、各主体による活動を進め、毎年度、(仮称)みどりの基本計画推進会議において

学識経験者等からの意見聴取等を行いながら、活動状況について評価・点検し、長期計画の見直し時
期にあわせて、計画の見直しを行います。 
 

計画実現に向けた進行管理体制 

 主体 実施内容 

PLAN 区 みどりの基本計画を策定します。 

DO 
区・区民・ 

事業者等 

区民・事業者の活動を支援します。 

みどりの施策を実施します。 

CHECK 
（仮称）みどりの 

基本計画推進会議 

計画の進捗状況について評価・点検します。 

施策（事業）の見直しや提案をします。 

ACT 区 
次年度の施策（事業）について見直します。 

中間改定に向けた計画の見直しを行います。 

 

計画の進行管理のイメージ 

Plan
（計画）

Do
（実施）

Check
（点検）

Act
（改善）

印刷番号（３１）９８号 

CITY IN THE GREEN 
みどりの中の都市 

江東区観光キャラクター コトミちゃん 


