
 

「中央区緑の基本計画」中間のまとめに対する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

 

１ 実施期間 

平成 30 年 12 月 21 日（金）から平成 31 年１月 17 日（木）まで 

 

 

２ 実施方法 

（１） 周知方法  

① 区のおしらせ中央（12 月１日号）への掲載 

② 区のホームページへの掲載 

（２） 中間のまとめの公表 

① 区のホームページへの掲載 

② 閲覧用の冊子の設置 

区役所本庁舎（まごころステーション・情報公開コーナー・水とみどりの課）、 

日本橋特別出張所、月島特別出張所 

（３） 意見の提出方法 

水とみどりの課窓口への持参、郵便、ファクシミリ、電子メール及び区のホーム

ページからの入力 

 

 

３ 意見総数 

  意見提出者 10 人 

  意 見 数 40 件 

 

 

４ 意見に対する対応 

（１）計画に反映するもの               ６件 

（２）計画に盛り込まれているもの           ５件 

（３）区において今後の事業の参考とすべきもの     20件 

（４）採用には至らないと判断したもの        ５件 

（５）その他                    ４件  



1 

 

「中央区緑の基本計画 中間のまとめ」に対するご意見の概要と区の考え方 

 

<取り扱い>  

 ○ 計画に反映するもの                 □ 計画に盛り込まれているもの 

     △ 区において今後の事業の参考とすべきもの     ☆ 採用には至らないと判断したもの 

     ― その他     

No. ご意見の概要 

区の考え方 

取
扱
い 

該当ページ 考え方 

1  中央区の森について、範囲や今後の計画、定期的な活動の

状況、主な活動団体など記載の充実をお願いする。 

○ P2-10 

主な施策の実施状況 

 中央区の森の目的や活動状況などについての記載を

加えます。 

2  緑の連携会議（P4−16）と緑の連絡会議（P6-2）について

はどちらかが誤記載だと考える。別の会議であれば、働きが

似ているため、一つにしてほしい。名称は広い概念の「連携」

がよい。 

○ P4-16 

緑の連携会議（仮称）の

開催 

P6-2 

計画の推進体制 

 「緑の連携会議」に統一します。 

3  計画では区民の主体的な参画を目指すとの記載があるが、

区民の主な役割（図6.1）に、その主体性を発揮するべき取

組が書かれていない。「都市の緑や環境問題などに関心を持

つ」だけではなく「区の環境政策への提言・参画・評価」の

追記をお願いする。 

○ P6-1 

計画の推進に向けて 

各主体の役割 

 区民の役割に「地域のみどりの状況に関心を寄せ、

見守る」を加えるとともに、「連携・協働」の具体例と

して、区民・事業者から行政へ「提言・協力」を、行

政から区民・事業者へ「啓発・支援」を追加して図示

します。 

4  今回策定の経緯（委員会開催日程、パブリックコメントと

それに対する中央区の考え方一覧、委員名と役職など）の記

載をお願いする。 

○ －  本計画の策定の経緯について追記します。 
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5  前回計画との違いを表形式で整理し、前回目標が達成でき

なかった要因の分析も記載してほしい。 

○ －  前回計画の施策の進捗状況について、表形式でまと

めたものを記載します。 

6  区のホームページにおいて、新たな計画を策定した後も、

前回計画も閲覧できる状態にしてほしい。 

○ －  ホームページにおいて、前回計画も掲載します。 

7  緑の基本計画の関連計画には、表1-1に記載されたもの以

外に晴海将来ビジョン、築地地区のありかた検討、日本橋首

都高地下化などがある。関連計画、会議など主なものは漏れ

るなく記載し、それぞれの関連計画と整合をどのように図る

のか記載をお願いする。 

□ P1-2 

計画の位置付け 

P2-14 

中央区を取り巻く環境

の変化 

 P2-14「中央区を取り巻く環境の変化」として、主な

関連計画について記載しています。 

8  中央区全域を緑化重点地区に指定することは、すばらしい

ことと考える。この指定による補助金との関係を追記してほ

しい。 

□ P3-3 

緑化重点地区の指定

P4-14 

市民緑地認定制度の活

用の促進 

 緑化重点地区と市民緑地認定制度の活用による税制

優遇措置などの概要については P4-14「市民緑地認定

制度の活用の促進」に記載しています。 

9  民間施設の公開空地等における環境改善に資する取組に

対して、積極的な評価を行い、まちづくり条例や指導要綱等

に反映し、より良好な開発事業の推進を図るべきと考える。

また、そのような整備に対しては、表彰制度の導入や、新設

のみならず再整備の促進も図る必要がある。 

 民有地の緑被率については、新設時に加え経年的に増加し

た緑被もカウントすれば、良好な緑の維持管理に関する施策

検討の糸口となる。 

□ 

 

P4-12 

民間施設の緑化促進 

 民間の優れた緑化空間に対する表彰制度の新設に加

え、行政や民間による緑の創出や維持管理に関する指

針「グリーンインフラガイドライン（仮称）」の策定を

進めます。ご意見については、今後の事業展開にあた

り参考とさせていただきます。 

10  町会・自治会などに参加していない人も増えているため、

個人でもアダプト制度に参加できる仕組の構築をお願いす

る。 

□ P4-18 

アダプト制度の充実 

 本区のアダプト制度は、個人参加の方も対象として

います。区のお知らせやホームページなどで周知を行

っています。 
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11  環境教育の視点を、教育委員会と連携のもと、大きく打ち

出すべきである。 

 また「基本方針４緑の普及・啓発」の取組方針に「環境教

育の推進」を付け加えることをお願いする。教育分野で、環

境教育はさまざまになされており、その取組を記載し充実を

図るべきである。 

□ P4-24 

緑の普及啓発 

 「基本方針４緑の普及・啓発」の中「取組方針２緑

の普及啓発」において、将来を担う小中学生や幼稚園・

保育園の子どもたちを中心とした環境学習の場の提供

などを行うものとしています。 

12  中央区環境行動計画と内容が重複する部分があるため、両

者の違いを明示し、有機的な連携ができるように記載してほ

しい。環境行動計画の「中央区環境行動計画推進委員会」と

「中央区グリーンインフラ推進委員会」の連携の在り方も具

体的に記述してほしい。両者の委員長は、他方の委員を兼ね

ることや、他方の委員会の進捗状況の報告を行い、二つの計

画が相まって、環境政策における区民福祉の向上を目指して

ほしい。 

△ P1-2 

計画の位置付け 

 緑の基本計画は、都市緑地法第４条第２項において、

おおむね「緑地の保全及び緑化の目標」、「緑地の保全

及び緑化の推進のための施策に関する事項」、「地方公

共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針そ

の他緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項」

などを定めるものとしています。一方、環境行動計画

は環境基本法第36条および地球温暖化対策の推進に関

する法律第19条第２項に基づき策定するものです。両

計画は「中央区基本構想」および「中央区基本計画」

を補完し、それぞれ整合・連携を図っています。 

「中央区グリーンインフラ推進委員会（仮称）」の設

置・運営に当たってはご意見を参考とさせていただき

ます。 

13  公園内に区民農園の設置を求める。公園は人が来なければ

意味が無く、農園のレンタル料による収入も見込める。 

△ P4-1 

公園や児童遊園の整

備・拡充 

 区政世論調査の結果などから、区民の公園や緑に対

するニーズは、休息の場、自然とのふれあい、子ども

の遊び場など多岐に渡っていると認識しています。公

園利用の公共性の確保なども踏まえ、ご意見について

は参考とさせていただきます。 
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14  公園内は白い石のような舗装が多く、緑が育ちにくいた

め、黒土などの土壌がよい。 

△ P4-1 

公園や児童遊園の整

備・拡充 

 公園内の白い石のような舗装、いわゆるダスト舗装

は、一般的な土壌に比べ、雨天時にぬかるみができに

くいなど、園路や運動場などで広く使われています。

植物の健全な生長を促すため、植栽ますや花壇につい

ては、黒土などの土壌による植栽スペースの確保を行

います。 

15 ①街路樹に名札をつけて、親しみやすくする。 

②樹木の土を柔らかくするために、エビやカニ等の殻をま

く。 

③ミニ公園（人が住まなくなった跡地）をあちこちに作る。 

④バイオ技術を使って川を浄化する。 

△ P4-1 

公園や児童遊園の整

備・拡充 

P4-22 

中央区グリーンインフ

ラガイドライン（仮称）

の策定 

 緑の創出や維持管理に関する指針「グリーンインフ

ラガイドライン（仮称）」の策定やその活用の場におい

て、さらに、みどりについて「知る」「学ぶ」「触れる」

「楽しむ」「育む」ための施策の展開において、ご意見

を参考とさせていただきます。 

16  月島川沿いの緑化整備で銀杏が何本か伐採撤去されたた

め、街路樹や植樹帯、街角広場の整備に当たっては多層的な

緑化を目指し、伐採の際は、事前にまちづくり協議会や緑の

連携会議で地域との合意形成を図るようにお願いする。 

△ P4-3 

緑道の整備・拡充 

 今後の緑道などの整備工事に当たり、ご意見につい

て参考とさせていただきます。 

17  日本橋の街路樹が電線の地中化のため伐採されたが、電線

の地中化と街路樹保存の両立策の検討をお願いする。その

際、地域の合意形成や行政の説明責任が不十分だったため、

街路樹管理計画策定においては、緑の連携会議、まちづくり

協議会、中央区グリーンインフラ推進委員会、中央区議会環

境建設委員会などで合意形成を図るようお願いする。 

△ P4-4 

街路樹・植樹帯・街角広

場の整備 

 今後の街路樹などの整備工事に当たり、ご意見につ

いて参考とさせていただきます。 
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18  佃・月島の路地空間を、花と緑の名所づくりとして整備し

ていく旨の追記をお願いする。 

△ P4-8 

花と緑の名所づくり 

 「基本方針１行政による緑の整備」の個別施策とし

て「花と緑の名所づくり」を位置づけています。佃・

月島の位置指定道路と思われる路地空間などの緑化に

ついては、ご意見を参考とさせていただきます。 

19  災害に強いまちづくりに資する公園整備について、各地域

の防災拠点運営委員会との連携の追記をお願いする。 

△ P4-10 

災害に強いまちづくり

に資する公園整備 

 中央区地域防災計画における防災拠点運営委員会の

活動拠点は主に学校ですが、ご意見については参考と

させていただきます。 

20  緑の連携会議の開催に当たっては、小中学校の構内の緑化

も関係するので、小中学校関係者も幅広く集められるように

お願いする。 

△ P4-16 

緑の連携会議（仮称）の

開催 

 ご意見については参考とさせていただきます。 

21  区管理道路におけるアダプトだけでなく、国道・都道の里

親募集の周知も積極的に推進するよう求める。 

△ P4-18 

アダプト制度の充実 

 本区で実施している緑化活動に功労のあるボランテ

ィアに対する表彰制度においては、区道に限らず国道

や都道のボランティア活動も対象としているほか、国

や都のパンフレットなどの配布も行っています。今後

のさらなる事業の推進に向け、ご意見については参考

とさせていただきます。 

22  緑のボランティアに参加している企業・団体がホームペー

ジで見られるようにしてほしい。 

△ P4-18 

アダプト制度の充実 

 個人情報の保護に配慮しながら、頂いたご意見につ

いては参考とさせていただきます。 
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23  「グリーンインフラガイドライン（仮称）を策定」「街路

樹診断結果を踏まえた街路樹管理計画を策定」とあるが、ど

のような内容なのかわからない。内容については意見を募る

べきだ。また、「グリーンインフラガイドライン」に「植栽

ますの雨水浸透機能の確保」とあるが、アスファルトに覆わ

れた都市において、水害を防ぐためには重要だが、同時に街

路樹の植えますを大きくし、根が張れるように樹木にとって

良い生育環境を実現するようにしてほしい。 

△ P4-20 

街路樹管理計画の策定

P4-22 

中央区グリーンインフ

ラガイドライン（仮称）

の策定 

 「グリーンインフラガイドライン（仮称）」は、緑が

持つ多面的な役割に着目した、緑地の整備や維持管理

について配慮すべき指針となるもので、具体的な内容

やその活用方法などについては、「中央区グリーンイン

フラ推進委員会（仮称）」などでお示ししながら策定し

ていきます。ご意見については参考とさせていただき

ます。 

「街路樹管理計画」については美しく風格ある街路

景観の形成や街路樹の健全な育成を目的とし、中長期

的な道路の整備計画や沿道の開発計画も視野に入れ、

街路樹診断の結果なども踏まえながら策定してまいり

ます。 

24  区内の大木・古木については、区は全事例と種類別の全樹

木数を把握しているので、その内容の記載もお願いする。 

△ P4-21 

既存樹木の保護育成 

 本計画における「大木・古木」は概念的なものであ

るため、今後はその基準をあきらかにした上で樹木調

査を行い、その結果については、設置予定の「中央区

グリーンインフラ推進委員会（仮称）」の場などにおい

てお示ししてまいります。 

25  まちの緑は、ビル風による風害対策にもなる。風の通り道

だけではなく、風害の防止対策についても追記願う。 

△ P4-22 

中央区グリーンインフ

ラガイドライン（仮称）

の策定 

 開発事業におけるビル風対策は基本的には開発事業

者の責務と考えますが、頂いたご意見については参考

とし、今後策定予定の「中央区グリーンインフラガイ

ドライン（仮称）」への反映などにより、事業者への指

導などを図ってまいります。 
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26  前計画では、まちづくり協議会の11区分における地区別方

針を明らかにしていた。本計画も、京橋・日本橋・月島の３

地域の区分だけでなく、前回と同様の区分により、詳細な方

針を記載してほしい。そのためには、まちづくり協議会の場

で方針の実現の仕方について意見聴取をしてほしい。  

△ P5-1 

地域別の方針と取組 

 「中央区緑の実態調査（第５回）（平成30年３月）」

においては、用途地域、土地利用およびまちづくり協

議会による13の地区別などの側面から、区内の緑の現

況について調査・とりまとめを行っています。本計画

においては、それらの結果を踏まえた上で区内を３地

域に区分し、方針と取組を定めています。ご意見につ

いては、事業の推進にあたり参考とさせていただきま

す。 

27  日本橋地域の緑被率は、京橋、月島の両地域と比較して低

いため、より重点的な施策を明記し具体的な運用においても

留意する必要がある。 

△ P5-5 

地域別の方針と取組 

日本橋地域 

 各地域の緑被率について、平成16年度と平成29年度

を比較すると、日本橋地域は4.4％(H16)→6.2％(H29)、

京橋地域は10.9％(H16)→12.3％(H29)、月島地域は

11.8％(H16)→13.2％(H29)となり、日本橋地域の伸び

率は1.8ポイント増で、他地域（京橋地域1.4ポイント

増、月島地域1.3ポイント増）よりも高い結果でした。 

日本橋地域は業務系建築物や古くからの商店街、卸売

業など産業の場と住居が密集しており、これら土地利

用の特徴などから、緑地整備のための新たな土地の確

保が困難な状況ですが、今後も、日本橋川周辺の新た

なまちづくりや街路の緑化整備のほか、民間開発にお

ける緑地確保などあらゆる機会をとらえ、規模に関わ

らず質の高い緑の確保を推進してまいります。  
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28  月島地域における将来の緑の創出エリアを月島三丁目の

みでなく、月島一丁目〜四丁目および佃も加えてほしい。月

島・佃は、路地空間があり、緑があふれ、路地の緑を生かし、

緑の創出を行うことができる。 

△ P5-8 

地域別の方針と取組 

月島地域 

 P5-10図5.4「地域別主要な緑の配置図」中の将来の

緑の創出エリアは主なものを記載しています。緑の創

出に当たっては、再開発事業や行政による公共施設の

緑化だけでなく、民間施設の緑化などにより、区全体

において推進していくものと考えています。頂いたご

意見については参考とさせていただきます。 

29  わたし児童遊園において「月島三丁目北地区第１種市街地

再開発事業」が住民の合意形成を図ることなく実施されよう

としている。今後は、事前に、緑の連携会議、まちづくり協

議会、中央区グリーンインフラ推進委員会で協議し、地域住

民の意見聴取や合意形成を得ながら、公園や児童遊園の整

備・拡充を図るようお願いする。 

△ －  今後の公園・児童遊園などの整備工事に当たり、ご

意見については参考とさせていただきます。 

30  多くの人がじっくりと基本計画を読んだり、考えたりする

には意見募集期間が短い。区民に対して長めの時間をとり、

質疑応答の機会などを設けるべきである。 

△ －  本計画の中間のまとめに対する意見募集について

は、「中央区パブリックコメント制度に関する要綱」に

基づき平成30年12月21日から平成31年１月17日まで28

日間行い、区のおしらせやホームページに掲載してい

ます。ご意見については参考にさせていただきます。 

31  計画期間における中間の見直しを行うことをお願いする。 △ －  計画の見直しについては、毎年度ごとのＰＤＣＡサ

イクルに基づく進行管理の中で行ってまいります。ご

意見については参考とさせていただきます。 
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32  「今ある街路樹を守り育てる」「街路樹を守り景観を守る」

という明言を盛り込み、「生き物を大切にする」ということ

をルール化してほしい。また、地域のシンボルツリーとして

の位置付けを街路樹にも適用すべきと考える。小舟町行幸通

りや平成通りの街路樹の撤去など、沿道・区民の反対や議会

の中にも反対意見があったにも関わらず十分な説明が無い

まま強行された。街路樹をモノのように扱う態度を改める必

要がある。「緑の基本計画」にこれらの緑に関わる好ましく

ない経緯について適正な説明をしていくべきと考える。 

☆ P4-4 

街路樹・植樹帯・街角広

場の整備 

 緑の基本計画については、都市緑地法第４条第２項

において、おおむね「緑地の保全及び緑化の目標」、「緑

地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項」、

「地方公共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理

の方針その他緑地の保全及び緑化の推進の方針に関す

る事項」などを定めるものとしています。 

 街路樹については、剪定や植えますの除草・清掃、

害虫駆除など健全な育成を目的とした維持管理を図っ

てまいります。 

33  「グリーンインフラの主な機能と配慮すべき事項」に「四

季を感じる在来種植物などの植栽」とあるが、「在来種植物」

というカテゴリーが唐突に出てきて違和感があると同時に、

在来種の考え方は多様な面があることから、定義について区

民などの広い意見を募ってほしい。 

 また、この定義により既存樹木や街路樹を「外来種」とし

て排除する懸念がある。 

☆ P4-22 

中央区グリーンインフ

ラガイドライン（仮称）

の策定 

 在来植物とは、一般にその地域において自然に分布

している植物をいいます。在来植物の植栽により、昆

虫や鳥など地域本来の生物の生息環境を確保すること

は生物多様性の向上に有効な手法の一つとされていま

す。これにより、既存樹木の撤去根拠とするものでは

ありません。 

34  区全体の数値目標とともに、京橋・日本橋・月島の地域別

に緑被率の目標数値を設定してほしい。 

☆ P5-2 

地域別の方針 

 都市機能の集中により高度な土地利用が進み、緑地

のための新たな土地の確保が困難な本区においては、

河川や運河沿いの護岸を利用した水辺の緑地の創出や

民間施設の緑化など、区全体のあらゆる施設において

緑化を進める必要があるという考えから、本区全体の

緑被率の目標を設定しています。 

35  予算の記述がほしい。 ☆ －  計画策定時においては、将来的な社会状況・財政状

況なども踏まえた予算をお示しすることができませ

ん。 
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36  計画のタイムテーブルを記載してほしい。例えば、計画期

間10年を前期と後期にわけ、前期重点項目としての明示がで

きる。 

☆ －  設置予定の「中央区グリーンインフラ推進委員会（仮

称）」の場などにおいて、社会状況・財政状況なども踏

まえながら、お示ししてまいります。 

37  誰もが使いやすい公園等施設整備にあたって、「受動喫煙

の防止」「ヘイトスピーチ・デモの排除」の追記をお願いす

る。 

－ P4-9 

誰もが使いやすい公園

等施設整備 

 国や東京都の動向を注視しながら対応してまいりま

す。 

38  氾濫河口域だった中央区の過去の植生は、上流から流れて

きた樹木や河川敷で繁茂する植物が茂っていたと考えられ

る。現在のようなさまざまな木々が茂る緑が質的な意味で良

い緑であるか考える機会があるとよい。区民ではないのでパ

ブコメ提出の権利は無いと思うが、無効でも意見したく提出

した。 

－ P4-22 

中央区グリーンインフ

ラガイドライン（仮称）

の策定 

 都市機能が集中する本区においては、良好な景観形

成や生物多様性の確保、地球温暖化対策など緑の持つ

多面的なグリーンインフラ機能に着目するとともに、

地域の歴史性なども踏まえた緑化整備を推進する必要

があると考えています。良質な緑のあり方については、

設置予定の「中央区グリーンインフラ推進委員会（仮

称）」や「緑の連携会議（仮称）」の場などにおいて検

討してまいります。 

39  緑の基本計画の実現とまちづくりや都市計画のありかた

は連動しているため、行政の縦割りの仕組みをもう一歩踏み

こんだ区の内部の連携体制についての記述をお願いする。 

－ P6-2 

計画の推進体制 

 本計画の策定にあたっては、環境土木部はじめ、都

市整備部など庁内関係部署と連携して検討を行ってい

ます。計画策定後の事業の展開においても同様に進め

てまいります。 

40  屋外の喫煙所が少ないので、公園や緑地施設などに喫煙所

を積極的に整備してほしい。 

－ －  屋外の喫煙所の設置については、国や東京都の動向

を注視しながら対応してまいります。 

 


