第Ⅳ章
計画実現に向けた行動方針 2
～自然環境分野～

1 自然環境分野における環境情勢等の状況と体系
（1）自然環境分野における環境情勢等の状況
市内は、都市化が進んでいるものの、河岸段丘の崖線沿いの樹林地のほか、多摩川や玉川上水
周辺のみどり、寺社境内地の樹木や丸山の雑木林、農地が残っているとともに、公園や街路樹
等が整備され、人の暮らしとの関わりの中で自然環境と生態系が成立しています。
市内のみどりの特徴としては、かつて農業などにより人の手が加えられた雑木林などの二次
的自然と、まちづくりの中で新たに造られたみどりがあり、地域の人々が生活を営む中で維持
されてきました。
平成24年度の市内のみどり率について、5年前と比較した場合、次のとおりとなっています。
☆市内におけるみどり率の変化（平成18年度と24年度の比較）
担保性の高い樹林地（公有化された樹林地・緑地および契約によって保存されている民有の樹林地） ▲1.6ポイント
農業用地（固定資産税の評価によるもの）▲11.6ポイント
公園 0.6ポイント
☆東京都調査における多摩地域のみどり率の変化（平成15年と20年の比較）
樹林地など▲2.0ポイント、農用地▲0.6ポイント、公園・緑地 0.2ポイント
自然環境分野の各項目は、生物多様性と密接に関連し、生物の生態系をかたちづくるものです。
このため、本計画の23・24貢に示す「生物多様性の基本認識」をもって、本計画を推進していか
なくてはなりません。
☆生物の多様性の3つのレベルの多様性
第一に「生態系の多様性」
第二に「種間の多様性」
第三に「種内の多様性」
☆生物の多様性を守る 4 つの意味（恩恵）
「すべての生命が存立する基盤を整える 」
「人間にとって有用な価値をもつ 」
「豊かな文化の根源となる」
「将来にわたる暮らしの安全性を保証する 」

（2）自然環境分野の行動方針体系

樹 林 ・ 緑 化
樹林地、歴史ある樹木など既存のみどりを保全するとともに、屋上や駐車場な
どの都市空間に新たなみどりを創出します。
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方針 1

既存のみどりの保全

方針 2

歴史あるみどりの保全

方針 3

新たなみどりの創出

田

園

田園のみどりを保全し、いこいのあるまちを守ります。
方針 1

都市農地の保全

方針 2

田園によるみどりの保全（伝統的農の風景）

公

園

緑

地

みどりを守るため、地域とともに公園のみどりを保全し、地域に親しまれる公
園を整備します。
方針 1

みどり豊かな地域に親しまれる公園の整備

水

環

境

水の有効利用、雨水の地下浸透、地下水の涵養に努めるとともに、多摩川の清
流を守り、適正な水の循環を創出します。
方針 1

適正な水の循環（雨水の管理）

方針 2

河川の保全

自

然

景

観

多摩川周辺の自然や田園風景、崖線のみどりなどの自然環境の保全と再生
に努めることによって美しい自然景観を守り、うるおいのあるまちを目指
します。
方針 1

多摩川周辺の自然景観の保全

方針 2

崖線のみどりの保全

生 物 多 様 性
地域にあった多様な生物が共生する環境と、共生と循環による自然のこと
わりに沿った行動を進め、人と自然が共生するまちを目指します。
方針 1

多様な生物が共生できる環境の確保

方針 2

在来生物の保全

方針 3

外来種対策

方針 4

市街地における生態系の確保
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2 自然環境分野の行動方針
2-1 樹林･緑化
方針 1

既存のみどりの保全

（1）既存のみどりの保全に関する状況
既存のみどりとは、市内に現存している樹林地等のみどりのことをいいます。
市内には、このような既存のみどりを守るため、公有化している樹林地と、所有者の理解と
協力により保存樹林地として指定している民有の樹林地があります。
市ではこれまで、第1次計画・第2次緑の基本
計画を策定し、樹林地等の公有化や緑化に係る助
成制度の運用とともに、みどりを守ることの大切
さ等に関する啓発活動を行うとともに、地域や市
民団体等との連携した樹林地管理活動を行い、樹
木の生育環境や生物の生態系などを維持・向上さ
せる“量”と“質”の 取り組みにより、既存の
みどりの保全に努めてきました。
その結果、担保性の高い樹林地は、24年度に
おいて、第1次計画の平成19年度比より1.1ポイ
担保性の高い樹林地とは、公有化されている樹林地・緑地
ントの減尐に抑制することができました。
と契約によって保存されている民有の樹林地のことで、法
効果等によって担保性が確保されているものをいいます。
しかしながら、樹木の老化や都市化などの様々
24 年度の担保性の高い樹林地の面積は、公有化によって
な要因により、減尐傾向が続いていることから、 19 年度比 1202.31 ㎡、1.1 ポイントの減少にとどまって
います。
引き続いて既存のみどりの量を保全し、質を向上
させる取り組みが必要です。

既存のみどりの保全の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

106,642.84m2

105,440.53 m2

103,331.72 m2

備

考

担保性の高い樹林地の面積

担保性の高い樹林地とは、公有化されている樹林地・緑地および保存樹林地のことをいいます
達成度合いは、第 1 次計画実績および東京都調査のみどり率における多摩地域の平均減尐率から▲2.0%とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市は共通して、自然環境の価値や機能、また、地域固有の貴重な資源と
して、みどりを認識するとともに、各主体が自ら変化や危機を察知し、近隣自治体や様々な主
体と連携・協力し、主体性のある取り組みを行い、既存のみどりを守ります。

各主体の主な環境行動
市民等
事業者等
市
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☆事業者等や市と協力して、既存のみどりの保全に努めます
☆既存のみどりの状況の把握に努めます
☆建設・開発行為等の際には、既存のみどりを保全するように努めます
☆市民等や事業者等、国や東京都等の多様な主体と連携・協力して、既存のみどり
の量を守るとともに、みどりの質の向上に努めます

方針 2

歴史あるみどりの保全

（1）歴史あるみどりの保全に関する状況
市内には、平将門を討った藤原秀郷が植樹し
たという伝説のある阿蘇神社のシイ（スダジイ）
を始め、玉川上水周辺や根がらみ崖線を中心と
した自然環境など、文化的な歴史あるみどりが
多くあり、史跡や天然記念物等の文化財と一体
となった美しい自然環境が、ふるさとの原風景
のような個性ある景観を形成しています。
市ではこれまで、第1次計画・第2次みどり
計画を策定し、崖線の公有化や保存樹木制度の
運用とともに、みどりを守り育てることの大切
さなどに関する啓発活動を行い、歴史あるみど
りの保全に努めてきました。
しかし、古樹の老化や都市化の進行などによ

市内には、玉川庄右衛門、清右衛門兄弟により承応 2 年
に開削された、玉川上水及びその取水堰があります。
玉川上水周辺は、桜の名所としても知られていますが、
文化財と一体となった豊かな自然環境は、風格を備え、
歴史あるみどりを感じられる場所となっています。

り、歴史あるみどりも減尐するおそれが生じて
います。

歴史あるみどりの保全の進捗
19 年度値

管
理
指
標

27 本

現状（24 年度値）

25 本

計画の達成度合い

23 本

備

考

天然記念物に指定されている樹木
及び保存樹木制度の指定を受けて
いる樹木の本数

天然記念物に指定されている樹木及び保存樹木制度の指定を受けている樹木は老化しており、保存措置等を行って
いるものの、台風等の天災により損失していることから、達成度合いは年平均▲1%とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市は共通して、文化的な自然資産の価値を理解し、地域固有の貴重な資
源として認識し、多様な主体と連携・協力して主体性のある取り組みを行い、歴史あるみどり
を守ります。

各主体の主な環境行動
市民等
事業者等

市

☆事業者等や市と協力して、歴史あるみどりの保全に努めます
☆歴史あるみどりについて把握します
☆市民等や市と協力して、歴史あるみどりの保全に努めます
☆歴史あるみどりを保全する活動の支援に努めます
☆市民等や事業者等、国や東京都等の多様な主体と連携・協力して、歴史あるみど
りの保全を推進します
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方針 3

新たなみどりの創出

（1）新たなみどりの創出に関する状況
市内の市街化区域面積は約 82.1%の 814ha、
宅地面積は 63.7%の 630.9ha となっており、
都市化が進んでいます。
また、都市化とともに、ヒートアイランド現
象や生物相の減尐などの新たな環境問題が生じ
てきています。
市では、宅地開発等指導要綱に基づき、一定
の開発行為において緑化を求めるとともに、生
け垣等に対する助成制度などにより、市街地の
緑化にも取り組んできました。
今後も引き続いて都市化が進むことが予測さ
れることや、右図にあるように生け垣等の緑化

生け垣等緑化助成制度による延長は順調に伸びています
が、伸び率については、鈍化傾向にあります。
なお、生け垣等の設置場所は、ほとんどが JR 青梅線周辺か
ら JR 青梅線以西の区域となっています。

助成制度による緑化の伸び率に鈍化傾向がある
こと、多様な緑化形態のニーズや生態系の確保や厚みと広がりをもったみどりの創造の観点か
ら、都市の環境・まちなみに調和した、新たなみどりの創出が求められています。

新たなみどりの創出の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

409.56m2

501.66 m2

702.32 m2

備

考

生け垣等の緑化助成制度に
よる緑化面積累計値

生け垣等の緑化助成制度による緑化面積（生け垣はメートル×0.6 メートルにて面積換算）累計値
現状の緑化助成制度による状況を基本として、達成度合いは年平均 4%とします

（2）環境行動指針
高木や低木といった従来の植物に加え、性質強健で様々な環境条件に適応する能力の高いツ
ル性植物や地被植物などを用いて、家屋の屋上や壁面、駐車場などの都市空間を緑化するとと
もに、道路には周辺環境にふさわしい、広がりのある緑化を推進し、適正に維持管理すること
によって、まちなみにあった新たなみどりを創出します。

各主体の主な環境行動
市民等

事業者等

市
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☆まちなみと自らのライフスタイルにあった緑化を、ビオトープの観点をもって積
極的に推進します
☆まちなみに合う事業場の緑化をビオトープの観点をもって推進します
☆開発行為等の際には、ビオトープの観点をもって緑化を推進します
☆従業員への新たなみどりの創出に係る啓発・支援に努めます
☆まちなみにあった、厚みと広がりのある道路緑化を推進します。
☆新たなみどりの創出について、支援を行います
☆新たなみどりの創出に関する進捗管理を行います

2-2 田園
方針 1

都市農地の保全

（1）都市農地の保全に関する状況
農地は人の働きかけにより形成された二次的自然であり、自然環境の保全、地下水のかん養、自
然景観の形成、生態系の維持などの機能を有していますが、都市農地は、消費地に近く新鮮な農産
物の供給が可能であり、災害対策としてのオープンスペース、都市空間における貴重なみどりの空
間の確保、都市空間における限られた生態系を確保する機能など、都市環境を支える多面的な役割
を果たすとともに、農業体験など自然に触れることのできる場にもなっています。
そして、これら農地の機能は、継続的な営農によって維持が可能となります。
市内における農地の状況を見てみると、耕作総面積は、平成 22 年 38.8ha で、平成 17 年より
0.9ha 減尐、農家総数は平成 22 年 123 戸で、平成 17 年より 1 戸の増加、生産緑地の指定状
況は平成 24 年度末 179 地区 33.9ha で、平成 19 年度より 6 地区 2.7ha 減尐しており、これ
は、都市化の進行、農業従事者（耕作者）の高齢化、相続に伴う土地の売却などが要因と考え
られます。
市では、市内農業の特性に即した農業振興計画の策定、生産緑地の指定、農産物直売所によ
る農産物の販売促進、農業関係団体への活動支援、農商工連携、農業体験農園の支援、援農ボ
ランティア制度の運用など、地域に根ざした農業を推進し、都市農地の保全を図っています。

都市農地の保全の進捗

管
理
指
標

項目

19 年度値

① 農産物直売所の売上

121,558 千円

93,258 千円

120,000 千円

現状
（24 年度値） 計画の達成度合い

② 援農ボランティア
活動者数
③ 学校給食の地元
農産物利用割合

11 人

33 人

45 人

13.41%

14.5%

23.0%

④ 農地面積

51.2ha

46.1ha

36.9ha

備

考

①から③は第五次羽村市長期総合計画における 28 年度目標値、④は現状までの推移を勘案して、年平均▲2%を基準
とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市は、連携・協力して、都市農地の保全のため、生産緑地の追加指定やより
一層の地産地消を進め、農業振興支援を推進することにより、総合的に都市農地を保全します。
また、減農薬や有機栽培、落ち葉などの堆肥化等による循環型の環境保全型農業の推進を図って
いきます。

各主体の主な環境行動
市民等
事業者等
市

☆積極的な地産地消、援農に努めます
☆羽村産の農産物の消費・仕入と利用・販売を推進します
☆生産者・市等と協力して、農業振興を応援します
☆市民等や事業者等の多様な主体と連携・協力して、農産物の販売促進を図ります
☆援農ボランティア制度の運用の充実を図ります
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方針 2

田園によるみどりの保全（伝統的農の風景）

（1）田園によるみどりの保全（伝統的農の風景）に関する状況
“田園によるみどり”とは、まとまりのある水田や畑を中心に、水路や湧水等の水環境、周辺の
緑地等が複合的に存在し、羽村の伝統的な農の風景を構成しているみどりのことをいいます。
市内の羽加美四丁目、羽中四丁目には、根がらみ
崖線とともに、田園のみどりが広がり、春にはチュ
ーリップ・踊子草や田植え、夏には大賀ハスや緑豊
かな稲、秋には黄金色の稲穂や稲刈りの風景が見ら
れ、多摩川や羽用水と一体なった空間は、羽村の、
ひいては日本らしい伝統的な農のある風景を形成
し、豊かな生物相を支えるビオトープとして、市民
の憩いとやすらぎの空間となっています。
右図の範囲におけるみどり率 の面積は、現在
14.5ha となっていますが、今後は、相続や農業従
事者（生産者）の高齢化などの要因により減尐す
る可能性があります。
市では、市内農業の特性に即した農業振興計画
の策定、生産緑地の指定、農産物直売所などによ
る地産地消の促進、農業関係団体への活動支援、

上図の黒色線の範囲は、田園によるみどりの保全の進捗
を図るための、みどり率を求積する範囲です。
上図左側には多摩川、中央部にはまとまりのある田園、
水路、根がらみ崖線が複合的に存在していることがわか
り、パッチワークのような美しい風景が見てとれます。

農商工連携、農業体験農園の支援、援農ボランテ
ィア制度の運用などの施策により、田園によるみどりの保全を図っています。

田園によるみどりの保全の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

20.4ha

20.4ha

20.2ha

備

考

上図範囲のみどり率の面積

上図範囲のみどり率（緑被面積に公園などのオープンスペースを加えたもの）の面積について、現状までの状
況を勘案し、年平均▲0.1%とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市は、連携・協力して、市内における貴重な田園によるみどりを保全するた
め、援農、観光への活用、稲作体験の推進、生産緑地の追加指定や一層の地産地消を進め、農業振
興支援を推進します。

各主体の主な環境行動
市民等
事業者等
市
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☆生産者、事業者等や市と連携・協力して観光や体験活動に努めます
☆援農や地産地消を主体的に推進します
☆生産者・市民等や市と連携・協力して観光や営農支援に努めます
☆羽村産の農産物の消費・仕入と利用・販売を推進します
☆田園によるみどりの保全を推進するための諸制度の充実について、生産者・市民
等・事業者等と連携・協力して、国等の関係機関へ働きかけを行います

2-3 公園緑地
方針 1

みどり豊かな地域に親しまれる公園の整備

（1）みどり豊かな地域に親しまれる公園の整備に関する状況
市ではこれまで、市民の憩いの場や緑の保全の場
として、また、災害時の避難場所などとして、多面
的な機能を持った公園の整備を進めてきました。そ
の結果、市民一人当たりの市内の都市公園面積は
5.95m2、公園等による緑化面積は 35.4ha となっ
ています。
また、市内には、水木公園や加美緑地などの、崖
線を中心とする二次的自然を保全している公園の
ほか、動物公園や水上公園など豊かな自然環境と一
体となっている公園など、みどり豊かな公園が存在
し、貴重な生態系を守っています。
現在、市内の公園では、多くの公園ボランティア

公園数、公園緑化面積とも向上しており、市では、みどり
豊かな地域に親しまれる公園を市民一人当たり 10 ㎡目標
として整備を進めています。

が清掃や草花の植栽などを行っており、公園の維持
管理の重要な担い手となっています。
誰もが利用しやすく、身近で地域に親しまれる、自然環境と一体となった公園が求められていま
す。

みどり豊かな地域に親しまれる公園の整備の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

35.2ha

35.4ha

35.8ha

備

考

公園等による緑化面積

達成度合いは、市立公園・ポケットパーク等の面積について、現状までの状況を勘案し年平均 0.1%基準とします。
なお市民一人当たりの都市公園面積は 10 ㎡を目標とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市は、連携・協力して、地域の人が身近に利用できるとともに、誰もが気軽
に利用できる地域の特性にあった、みどりのある公園を目指します。
また、特に貴重な自然が残る多摩川周辺地区の公園については、自然環境の保全や地区の景観に
配慮したみどり豊かな公園を目指します。

各主体の主な環境行動
市民等

☆公園の清掃や草花の植栽など、公園の整備について協力します
☆適正な公園の利用に努めます

事業者等

☆公園の清掃や草花の植栽など、公園の整備について協力します

市

☆地域の住民が身近に利用できるみどり豊かな公園の整備を進めます
☆地域や公園ボランティアによる自主的な活動を支援します
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2-4 水環境
方針 1

適正な水の循環（雨水の管理）

（1）適正な水の循環に関する状況
適正な水の循環は、地下水を涵養し土壌やみどりを潤すなど、生物の生命維持活動の根源ともい
える重要な要素の一つです。
市内の青梅線以西には、わずかながら崖線下に
湧水が残っており、常に水が湧出している一峰院
や崖線付近の民家と、雨が続くと水が湧出する場
所などがありますが、湧出量は決して多くはなく、
今後湧出しなくなる懸念もあります。
すべての地表が舗装などの人工物で覆われ雨
水がしみこみにくくなると、地下への雨水浸透量
が減尐し、地下水が涵養されないことになります。
また、地下水脈は広範囲に渡ることから、羽村
より上流の地域の影響を大きく受けるため、広範
囲の取り組みも必要です。
市では、これまで、透水性・保水性・ウッドチ
ップ舗装や雨水浸透施設などの設置を推進する
とともに、他自治体等とも広域的に取り組んでき
ましたが、今後も引き続いて適正な水の循環と管
理が必要です。

市内には、いわゆる地下水の観測井はありませんが、浅井
戸において地下水水質調査を行う際に、井戸の水深を計測
しています。井戸の水深は渇水等により変動しますが、
近年の水深は、大きくは変動していない状況です。

適正な水の循環（雨水の管理）の進捗
管
理
指
標

項目
① 雨水浸透施設助成
②

道路の透水・保水性
舗装面積

19 年度値

現状
（24 年度値） 計画の達成度合い

244 件

342 件

642 件

5,498.6m2

18,434.0 m2

21,734.0 m2

備

考

助成件数累計値
累計値

達成度合いについて、①は第五次羽村市長期総合計画における助成件数を勘案し年 30 件を基準、②は現状までの推
移を勘案して年平均 1.8%を基準とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市は、連携・協力して、雨水浸透施設、透水性・保水性・ウッドチップ舗装
を推進するとともに、雨水貯留設備など中水利用を促進し、雨水敷地内処理の向上を図り、適正な
水の循環に努めます。

各主体の主な環境行動
市民等
事業者等
市
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☆雨水浸透施設の設置に努めます
☆自らが所有・管理する土地について透水性を高めることに努めます
☆雨水浸透施設の設置を推進します
☆事業所等の透水・保水性路面の導入に努めます
☆雨水浸透施設の設置を支援します
☆道路等の透水性・保水性舗装やウッドチップ舗装を推進します

方針 2

河川の保全

（1）河川の保全に関する状況
市内の西側には、多摩川が流れ、周辺の水田地域、羽村草花丘陵、玉川上水などと調和し、
水とみどりが相まって、美しい自然環境を生み出しているとともに、野鳥や動植物、魚類や水
生生物が多数生息しています。
しかし、多摩川の水質が悪化した場合、河川
は海へつながっていることから、下流だけでな
く海の水質悪化をも招くこととなり、生態系に
対して非常に大きい影響を与えてしまいます。
市では、公共下水道の普及率 100%を達成し、
水質改善を 図るとともに、多様な主体との連
携・協力により、河川を保全し、不法投棄等の
尐ない良好な環境を維持してきました。
また、多摩川や羽村草花丘陵の自然とのふれ
あいを通し、自然の大切さや楽しさを知っても
らうため、水辺観察会や自然観察会などの環境
教室を実施してきたほか、多摩川を利用すると

市内を流れる多摩川の市域最上流端、市域中流域、市域最下
流端における水質判定の結果。上表は 3 地点の評価結果を総
合した結果にて表しています。
近年の生物学的水質判定は、きれいな水域からわりあいきれ
いな水域の範囲にあり、安定して、良好な水質結果となって
います。

きのマナーの向上など、多様な啓発活動を行っ
てきました。

河川の保全の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

備

7

6.5

6.5

生物学的水質判定指数

考

生物学的水質調査の判定結果を上図のように 7 段階に指数化し、各年度ごとに調査結果の指数を平均化したものに
ついて、達成度合いは水量や気温の変化の影響を勘案し、現状維持を基準とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市は、すべての市民等と生物にとって貴重な財産である美しい多摩川を、未
来に引き継いでいくことの重要性について認識し、連携・協力して多摩川の水質維持と向上、良好
な河川環境の保全を推進していきます。

各主体の主な環境行動
市民等
事業者等

市

☆多摩川へつながっている側溝・雨水管には生活排水等を流しません
☆不法投棄・ごみのポイ捨ては絶対にせず、河川敷を使用したときは現状回復します
☆多摩川へつながっている側溝・雨水管には事業排水等を流出させません
☆多摩川の現状や大切さについて、従業員へ啓発活動を行います
☆市民等や事業者等、多摩川流域の多様な主体と連携・協力し、多摩川の水質及び
河川環境の保全を推進します
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2-5 自然景観
方針 1

多摩川周辺の自然景観の保全

（1）多摩川周辺の自然景観の保全に関する状況
多摩川周辺は水とみどりが調和した美しい自
然環境を有しており、多摩川左岸の羽加美四丁
目、羽中四丁目の根がらみ崖線を中心とした田
園や寺社林、多摩川右岸の羽村草花丘陵を中心
とする自然景観、玉川上水を中心とする自然景
観が広がり、春夏秋冬さまざまな自然の風景が
楽しめます。
しかしながら、都市化の進行において、秩序
のない開発等が行われた場合、このような美し
い自然景観が損なわれる可能性があります。
市では、これまで地区計画等により、土地利
用や建築物等を誘導し、自然景観を保全しなが
らまちなみの形成を図ってきました。
今後も、都市化が進むことが考えられること
から、引き続いて良好な多摩川周辺の自然景観
を保全していくことが求められています。

多摩川周辺のみどりの分布図
（緑色：樹林地、きみどり：草地、茶色：農地、赤色：保
存樹林地エリア）
玉川上水周辺の自然景観は、東京都景観計画における玉
川上水景観基本軸にもなっています。

多摩川周辺の自然景観の保全の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

備

52.87%

52.87%

50.23%

上図の範囲のみどり率

考

羽西 1･2･3、羽加美 2･3･4、羽中 3･4、羽東 2・3、玉川 1・2 丁目、羽（多摩川）のみどり率について、
都市化や相続等の要因を勘案して年平均▲0.5%を基準とします

（2）環境行動指針
多摩川周辺は青梅市、福生市、あきる野市と隣接する地域であるため、隣接地域の多様な主
体、国及び東京都と連携・協力して多摩川周辺の自然景観を保全するとともに、多摩川周辺の
自然景観にふさわしいまちなみを形成していきます。

各主体の主な環境行動
市民等
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☆多摩川周辺の自然景観の保全に努めます
☆建設・建築等の際には、自然景観に配慮した緑化に努めます

事業者等

☆多摩川周辺の自然景観の保全に努めます
☆多摩川周辺の開発行為等の際には、自然景観にふさわしい建設・建築に努めます
☆多摩川周辺の開発行為等の際には、自然景観に配慮した緑化に努めます

市

☆市民等、事業者等や隣接地域の多様な主体と連携・協力して、多摩川周辺の自然
景観を保全します

方針 2

崖線のみどりの保全

（1）崖線のみどりの保全に関する状況
市内の崖線は、主に多摩川の浸食作用によってできた崖地の連なりです。
崖線のみどりは、自然の地形を残し、かつ市街地の中で市の境界を超えて連続して存在する
みどりで、湧水や生物などの自然資源が多く存在し、市内のみならず東京のみどりの骨格とし
て、都市化が進む中で、みどりのある貴重な空間となっています。
市内には、五ノ神崖線、川崎崖線、羽村崖線、
根がらみ崖線、美原崖線、小作崖線があります
が、市ではこれまで、保存樹林地の指定などに
よって崖線を保全してきました。
また、これらの崖線周辺では、市民による清
掃活動等も行われており、崖線のみどりの保全
の一翼を担っています。
平成22年5月には、東京都と関係区市町村が
合同で「緑確保の総合的な方針」を策定すると
ともに、多摩川沿いの関係8市と東京都は「多
摩川由来の崖線の緑を保全する協議会」を設置
し、自治体の枠を超えて、広域的に保全の取り
組みを行っています。
一方で、一部において傾斜地（崖線）への開発
行為も見受けられ、無秩序な開発行為は、市内の
みどりの骨格である崖線を減尐させる可能性が
あることから、今後も保全していくことが求めら
れます。

緑確保の総合的方針_既存のみどりを守る方針図より引用
（平成 22 年 5 月東京都・特別区・市町村）
市内におけるみどり・生態系の骨格として、崖線は重要な
役割を持ちます。
現在、崖線は公有緑地、公園、保存樹林地として保全して
います。

崖線のみどりの保全の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

10.4ha

10.4ha

10.4ha

備

考

崖線面積

五ノ神崖線、川崎崖線、羽村崖線、根がらみ崖線、美原崖線、小作崖線の面積について 10.4ha を基準として、現
状維持とします

（2）環境行動指針
羽村のみどりの骨格として、現存する崖線の自然の地形や資源を残し、失われた自然資源の
再生に向け、多様な主体による自主的な取り組みを推進します。

各主体の主な環境行動
市民等

☆崖線のみどりの重要性を認識し、保全と再生に努めます

事業者等

☆崖線のみどりの重要性を認識し、保全と再生に努めます

市

☆市民等･事業者等･国･東京都等と連携・協力して、崖線のみどりの保全を推進 します
☆支援や公有化によって崖線のみどりの確保を推進します
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2-6 生物多様性
方針 1

多様な生物が共生できる環境の確保

（1）多様な生物が共生できる環境の確保に関する状況
生物は、生態系というひとつの環の中で深く関わり合い、つながり合 って生きています。
動物や植物の呼吸に必要な酸素は、植物の光合成により生みだされ、雲の生成や雨を通じた
水の循環、それに伴う気温・湿度の調節は、植物からの蒸発散や森林や湿原などによる水を蓄
える働きが関係し、豊かな土壌は、生物の死骸や植物が分解されることにより形成され、森か
ら窒素・リン等の栄養分が河川を通じて海までつながり、豊かな生態系を育んでいます。
市内にもある水田や畑等の農作物は、昆虫などの生存活動の中で受粉し、実を付けます。
すべての人は、生物多様性が、現在及び将来の「すべての生命が存立する基盤」を整えてい
ることについて、認識しなければなりません。
市内には、JR青梅線以西に羽村草花丘陵、多摩川、玉川上水、羽用水、田園、崖線によるみ
どりが多く存在し、豊かな生物相を呈しています。
一方で、JR青梅線周辺の中央部から東側は、畑、崖線、工場等による緑地などがありますが、
都市化とともに緑地は減尐しており、これに比例して生物相も限定的なものとなっています。
今後は、良好な環境を確保していく中で、地域の特性にあった多様な生物が共生できる環境
を確保し、生態系の多様性を確保していかなければなりません。

多様な生物が共生できる環境の確保の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

31.9%

30.3%

28.3%

備

考

市内のみどり率

みどり率（樹林地・草地・農地・公園の緑被率に公共水面等のオープンスペースを加えたもの）について、現状の
状況、多摩地域の状況を勘案し、年平均▲0.2%を基準とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市のすべての多様な主体は、自ら主体性をもって、環境に影響を与える全て
の行動機会の中で、生物の多様性について配慮し、地域の特性にあった多様な生物が共生できる
環境を確保することによって、生態系の多様性を確保していきます。

各主体の主な環境行動
市民等

事業者等

市
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☆事業者等や市と連携・協力して、生物多様性について配慮した行動を推進します
☆自らの生活環境にあった、多様な生物が共生できる環境の確保に努めます
☆市民等や市と連携・協力して、生物多様性に配慮した事業活動を推進します
☆生態系への負荷の尐ない事業活動に努めます
☆ビオトープの観点を加えた事業所等の緑化に努めます
☆市民等や事業者等の多様な主体と連携・協力して、生物多様性について配慮した
行動・活動を推進します
☆地域の特性にあった多様な生物が共生できる環境の確保に努めます

方針 2

在来生物の保全

（1）在来生物の保全に関する状況
その地域の在来の生物は、地域特有の食べものなどに
関係しており、羽村の農作物も、害虫やそれらを食べる
鳥、受粉を助ける昆虫、土壌中の微生物などがつながり
をもって恵みをもたらしてくれます。
また、在来生物は、地域の微生物と食材等による漬物
や味噌などの食文化の様に、地域固有の財産ともいえる
文化の根源にもなっており、地域にとって「有用な価値」
や「豊かな文化の根源」という性質も有しています。

市内には、JR青梅線以西に羽村草花丘陵、多摩川、
玉川上水、羽用水、田園、崖線が存在し、豊かな生物
相を呈しており、羽村に古くから在来している生物も

多摩川羽村上流にて採捕したカジカ。調査における個
体出現数は比較的安定しています。

多く存在しています。
しかし、都市化や緑地の減尐などにより、在来生物
の種類も減尐する可能性が高く、例えば、多摩川では、

環境省レッドリスト 準絶滅危惧(NT)
東京都レッドリスト 絶滅危惧Ⅱ類(VU)

カワラノギクの絶滅の危険が増大しており、環境省・
東京都とも絶滅危惧Ⅱ類（VU）に、また、カジカは環境省準絶滅危惧（NT）、東京都絶滅危惧
Ⅱ類（VU）に指定されています。
今後も、在来生物を保全し、種の多様性や遺伝子の多様性を確保する必要があります。

在来生物の保全の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

備

54 種 490 個体

57 種 1,706 個体

57 種

在来水生生物出現数

考

水生生物調査において出現した在来生物の種類について、現状維持を基準とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市のすべての多様な主体は、在来生物を守る観点をもって行動し、不適正な
駆除や生態系の破壊をせず、在来生物を保全するとともに、生物資源の無駄のない有効利用と循環
を推進します。

各主体の主な環境行動
市民等

事業者等

市

☆レッドリストに記載されている生物の把握に努めます
☆在来生物と外来生物の違いを認識し、適正な在来生物の生息環境の確保に努めます
☆市民等や市と連携・協力して、在来生物の保全活動を支援します
☆生物資源の無駄のない有効利用と循環を推進します
☆在来生物の生息状況の把握に努めます
☆市民等や事業者等の多様な主体と連携・協力して、在来生物の保全を推進します
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方針 3

外来種対策

（1）外来種対策に関する状況
外来種とは、元来その地域に生息しない、他の地域から入ってきた生物のことをいい、牧草等
として持ち込まれた四葉のクローバーのシロツメクサなど、身近にもたくさんあります。
外来種の中には、農作物、家畜やペットなどの生活
に欠かせない生物もいますが、地域の自然環境に大き
な影響を与え、生物の多様性を脅かす侵略的外来種も
あります。外来種が侵入すると、新たな生息場所で、
捕食や葉を茂らせるなどの生活の場を確保する競争が
生じますが、侵略的外来種は「捕食性・順応性・繁殖
力」が高いことから、在来生物を駆逐し、生態系に大
きな影響を与える可能性があります。このような侵略
的外来種のうち、外来生物法によって特定外来生物に
市内において生息が確認されている、特定外来生
物のウシガエル。
指定されているものは「許可されている場合を除き、
食用として人によって輸入されたもので、この飼
輸入、飼育、栽培、保管、運搬、譲渡及び引渡（販売を
料としてアメリカザリガニも輸入されました。
ウシガエルは捕食性・環境への順応性・繁殖力と
含む）は禁止」、「野外へ放つ、植える及び蒔くことは
も高く、生息個体数を拡大させると危険です。
禁止」とされています。
市内の状況を見てみますと、特定外来生物であるウシガエル、ガビチョウ、アライグマの出現
が市民等からの連絡により確認されていますが、今のところ生態系への大きな悪影響は確認され
ていません。

外来種対策の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

3種

3種

3種

備

考

特定外来生物・侵略的外来種数

市内において確認されている特定外来生物及び侵略的外来種の種類について、現状維持を基準とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市のすべての多様な主体は、次に掲げる外来生物被害予防3原則を徹底する
とともに、外来生物種等の把握、特定外来生物の防除に努めます。
① 生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物はむやみに「日本に入れない」
② 国内で見つけた、飼っている外来生物は野外に出ないよう「絶対に捨てない」
③ 野外で外来生物が繁殖してしまっているときは「これ以上拡げない」

各主体の主な環境行動
市民等
事業者等
市
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☆身近に特定外来生物がいたときは、駆除するように努めます
☆外来生物被害予防 3 原則を徹底します
☆事業所等の周囲の特定外来生物の駆除に努めます
☆外来生物被害予防 3 原則を徹底します
☆外来生物種等の把握に努めます
☆市民等や事業者等と連携・協力して、特定外来生物の防除に努めます

方針 4

市街地における生態系の確保

（1）市街地における生態系の確保に関する現状と課題
市内には、 JR青梅線以西の旧街道沿いに屋敷
林・寺社林などが帯状に続き、畑や雑木林、公園
などが点在し、みどりが保全されています。
一方で JR 青梅線周辺地域から東側は市街化が
進行しており、市内の市街化区域は約 82.1％、
このうち約 24.7%は工業系用途地域となっていま
す。
市では、これまで宅地開発等指導要綱や生け垣
等設置費助成制度などにより、市街化地域におけ
る緑化を推進してきました。
今後は、多様な生物が共生できる生態系という
観点をもって、総合的に緑化を進めていくことが
求められています。

水と庭木を中心とし、日本の伝統的美しさを備えた、鳥や虫
の集まるビオトープ。
ビオトープとは、
“生物の生息する空間”のことをいい、低木
とプランターを用いたビオトープなど、生活環境に適したも
のから、水路・樹林・草地からなる大きなビオトープまで様々
なものがあります。

市街地における生態系の確保の進捗
管
理
指
標

19 年度値

現状（24 年度値）

計画の達成度合い

備

5,988.48m2

26,861.93 m2

48,150.82 m2

宅地開発等指導要綱及び
生け垣等の緑化助成制度

考

達成度合いは、平成 19 年度以降の宅地開発等指導要綱及び緑化助成制度による緑化面積累計値について年平均 3%
を基準とします

（2）環境行動指針
市民等・事業者等・市のすべての多様な主体は、人と生物が共生できるという観点をもって、
本計画を推進し、住宅等の建設や開発行為等の際は生態系を保全するとともに、緑化を中心とし
たビオトープの創出に努め、市街地における生態系を確保していきます。

各主体の主な環境行動
市民等

☆事業者等・市と連携・協力して、市街地における生態系の確保に努めます
☆自らの生活環境に適したビオトープの創出に努めます

事業者等

☆市民等・市と連携・協力して、市街地における生態系の確保に努めます
☆建設・開発行為等の際には、ビオトープの観点をもった緑化を推進します

市

☆市民等・事業者等と連携・協力して、市街地における生態系の確保に努めます
☆市街地における生態系の確保に努めます
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自然環境分野の “みどり”のエリアマップ
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低層の住宅が多い市街地で、崖線・屋敷林・都市農地が存在し、みどりと生物相の豊かなエリアです。
このエリアでは、都市化の進行などによるみどりの減尐が懸念されることから
樹林･緑化の方針 1『既存のみどりの保全』
、田園の方針 1『都市農地の保全』
自然景観の方針 2『崖線のみどりの保全』
、生物多様性の方針 2『在来生物の保全』
を重点的に取り組み、豊かなみどりと生物相を保全し、持続的利用を推進します。

低層の住宅が多い市街地で、屋敷林・都市農地に加え、寺社林、史跡、天然記念物等の文化財が存在し、
これらと一体となった美しい自然環境が特徴のエリアです。
このエリアでは、古樹の老化や都市化の進行などが懸念されることから
樹林･緑化の方針 2『歴史あるみどりの保全』、田園の方針 1『都市農地の保全』
生物多様性の方針 2『在来生物の保全』
を重点的に取り組んでいくものとします。

低中層の住宅や商業施設が多い市街地で、公園、都市農地、樹林地、住宅や商業施設の緑によってみどり
が支えられているエリアです。
このエリアでは、都市化の進行が最も顕著で、みどり率が低いことから
樹林･緑化の方針 3『新たなみどりの創出』
、田園の方針 1『都市農地の保全』
公園緑地の方針 1『みどり豊かな地域に親しまれる公園の整備』
生物多様性の方針 4『市街地における生態系の確保』
を重点的に取り組んでいくものとします。

大規模な工場や事業場がある地域と、これに隣接する中小規模の工場・事業場と住宅、市街化調整区域か
らなる地域で、工場等の緑地、公園、都市農地、樹林地、住宅の緑によって、比較的まとまりのあるみどり
が存在しているエリアです。
このエリアでは、土地の用途が特殊であるものが多いことから、その特殊性に合わせ
都市環境分野の生活環境の方針 5『みどりによる災害対策』
樹林･緑化の方針 3『新たなみどりの創出』
、田園の方針 1『都市農地の保全』
生物多様性の方針 1『多様な生物が共生できる環境の確保』
を重点的に取り組んでいくものとします。

低層の住宅と、崖線、田園、屋敷林が存在し、みどりと生物相が特に豊かなエリアです。
このエリアでは、羽村の伝統的農の風景が唯一残り、特に生物相が豊かなことから、既存のみどりの保全
エリアの取り組みに加えて
田園の方針 2『田園によるみどりの保全
』、生物多様性の方針 3『外来種対策』
を重点的に取り組んでいくものとし、羽村のみどりの核となる地域を守ります。

低層の住宅、多摩川、玉川上水、河川敷の公園が存在し、みどりと生物相の豊かなエリアです。
このエリアは、羽村の自然景観の根幹となっていることから
水環境の方針 2『河川の保全』
、自然景観の方針 1『多摩川周辺の自然景観の保全』
生物多様性の方針 2『在来生物の保全』、生物多様性の方針 3『外来種対策』
を重点的に取り組んでいくものとします。
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コラム
西多摩衛生組合環境センターの資源リサイクルシステム
西多摩衛生組合環境センターは、構成市町（青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町）の約 29 万人の
住民から排出される、燃やせるごみを適正処理するための、一般廃棄物中間処理施設です。
西多摩衛生組合では、
『環境にやさしく安全で地域と協働する清掃工場』を環境方針として掲げ、
可燃ごみの処理だけではなく、いろいろな資源のリサイクルに取り組んでいます。
資源のリサイクルは、大きく分けて、焼却処理した後の物の再資源化と熱エネルギーの再利用に
なります。
焼却した後に残った金属類は、金属類として再資源化されていますが、焼却残渣（しょうきゃく
ざんさ、燃やした後に残る灰などのこと。）はエコセメントの原料として再資源化されています。
エコセメントとは、私たちの生活から出るごみを清掃工場で焼却した際に発生する焼却灰や汚泥等
の各種廃棄物を主原料とした新しいセメントのことで、日本工業規格（ＪＩＳ）にも定められてい
ます。一般的なセメントの原料は、石灰石、粘土、けい石、鉄原料などが主なものですが、焼却残
渣にはセメントに必要な成分である石灰石、粘土、けい石などが含まれており、代わりに原料とし
て使用することで資源を有効に活用しています。
また、燃やせるごみを燃やした際に発生する熱エネルギーも、資源としてリサイクルしています
が、これをサーマルリサイクルといいます。西多摩衛生組合環境センターでは、焼却時の廃熱を利
用して蒸気を発生させ、発電や空調などに用いたり、隣接する浴場・体育館施設のフレッシュラン
ド西多摩へ余熱を供給しています。
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