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１１１１    はじめに 

背景 １１１１----１１１１    

本区には現在、緑地と呼ばれる地域（水⾯や裸地を除く、1m2 以上のまとまった緑

地）が約 3.2km2（東京ドーム約 250 個分）ある。この⾯積は、23 区内において 5

番目に多く、渋谷区全体に対する割合は 21.3％である。 

これらの緑地のうち、本区中央部に位置する代々木公園ならびに明治神宮と新宿御

苑の一部を合計すると約 1.4km2 となり、全体の約 45%はこれら大規模緑地が占めて

いるのが本区の特徴である。そのほかの緑地は、街路樹、公園の緑地そして建築物の

屋上緑化などであり、これまで区⺠等とともに本区が推進してきた、緑被率向上に向

けた緑化政策で整備されてきた緑地である。 

平成 14 年４月以来、本区で推進してきた緑化政策は、主に屋上緑化の推進と普及

であり、その結果として「渋谷区みどりの基本計画（平成 16 年３月策定）」における

当初目標である平成 25 年度の緑被率 21％を達成することができた。このような成果

の一方で、屋上緑化は緑の増加を実感しにくいことや、⾼所での植生には制限がある

こと、さらに景気動向により、屋上緑化での緑の確保が不安定であることなど、時代

とともに緑化政策課題が多様化してきている。 

平成 20 年度より、自然の営みや収穫を通じ地域コミュニティの形成を目的に開始

した区⺠菜園や、⻑野県飯⽥市とのみどり体験交流への参加者の増加など、自然に触
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れる機会の創出が多くの区⺠に望まれていることがニーズとして顕在化しているこ

とも新しい流れといえる。 

このような新しい変化に対応するために、これまでの緑化政策を検証し今後のみど

りのあり方について、本区だけでなく区⺠等と協働した政策展開が今求められている。 

目的 １１１１----２２２２    

このような背景の中で、渋谷区みどりの整備方針（以下本方針とする。）は次の 3 点

を踏まえ、本区を取り巻く社会情勢やこれまでの緑化政策の成果等を検証し、⾏政と

地域が協働しながらみどりを創出、保全、啓発していく地域社会を本区全域に構築す

ることを目的とする。 

１． 暫定的なみどりの方針 

次期策定予定の「渋谷区みどりの基本計画改訂版」までの間、区内全域の

みどり施策の方針として位置づけ、区⺠等と⾏政それぞれの役割について

具体的に定める。 

２． みどりの質の向上 

これまでの緑被率向上を中⼼とした目標設定の他に、地上部から⾒えるみ

どりによる良好な景観形成や直接触れられるみどりがもたらす癒やし効果

等、みどりの質の向上を図る。 

３． 緑被率、緑視率 23％の実現 

渋谷区環境基本計画に定める緑被率ならびに緑視率それぞれ 23％の達成
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を数値目標とする。 

用語の定義 １１１１----３３３３    

本方針で使用する主な用語の定義は次のとおりである。 

� みどり 

樹林、樹木、生け垣、草花といった植物だけでなく、公園、河川、街路樹の他、

公共施設や⺠有地における屋上緑化などの施設緑化も含んだ、都市景観を構成する

自然。 

� 緑被地 

本区内の土地を、コンクリート・アスファルトなどの構造物により被覆されている

土地（構造物被覆地という）とそれ以外に分け、構造物被覆地以外の樹木で被覆さ

れている土地と、草花で被覆されている土地を緑被地とする。 

表 １-１ 緑被の分類（平成 25 年渋⾕区緑被率調査） 

 

� 緑被率 

「緑被率標準調査マニュアル」（昭和 63 年、東京都環境保全局）に基づき抽出さ

緑被率に含

まれるもの

地上緑化 ○

屋上緑化 ○

地上緑化 ○

屋上緑化 ○

構造物被覆

地以外

構造物被覆地

渋谷区

分類

樹木被覆地

草地

緑被地

裸地

水面
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れた 1m2 以上の緑被地合計⾯積の、渋谷区⾏政⾯積に対する割合。 

� 緑視率 

⼈間の視野に占める樹木や草地などの緑被の量であり、視点⾼約 150cm の視野に

おける緑被の割合。 

� 区⺠等 

渋谷区内に居住する区⺠や、在勤・在学者ならびに渋谷区を訪れ何らかの環境イ

ベント等に参画する来街者を含んだ⼈々。 
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対象範囲 １１１１----４４４４    

本方針における対象範囲は渋谷区全域とする。本区は次のように、6 つの台地で構

成されており、それぞれの台地は渋谷川と宇⽥川によって造られた。太古からこれら

の台地は陸地であることから、本方針ではこれらの台地におけるみどりの継承と、緑

と水の空間軸による連続するみどりの実現を通じて、未来に向けて引き続きみどりを

守り育てる社会を構築することが重要であると考える。 

図 １-１ 渋⾕区みどりの整備方針対象範囲 

期間 １１１１----５５５５    

本方針は、平成 28 年６月から次期策定予定の「渋谷区みどりの基本計画改訂版」

施⾏開始までを適用期間とする。 

 緑と水の空間軸 
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２２２２    これまでの緑化政策 

方針の位置づけと関連計画等 ２２２２----１１１１    

本方針は、渋谷区みどりの基本計画改訂版（平成 33 年度策定予定）施⾏までの補

完的方針として、本区が推進するべき緑化政策についての考え方と施策について示し

たものである。本区の上位計画や方針等との具体的関係は図 2-1 のとおりである。 

 

 

 

図 ２-１ みどりの整備方針と上位計画等の関連  
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渋⾕区環境基本計画（平成 13 年３月）    ２２２２----１１１１----１１１１    

実施期間：平成 13 年４月から平成 33 年 3 月までの 20 年間 

「自然、文化、やすらぎの環境共生都市 渋谷」の実現に向けて、４つの基本目標

を軸としている。 

 

 

環境基本計画では、本区が推進する環境政策の第 1 項目に緑化政策推進が位置づけ

られており、その主旨は次のとおりである。 

 

１．豊かな緑、美しい都市景観、歴史の継承 

大規模緑地を核とした緑豊かな環境と、坂と歴史を生かした美しい都

市景観の形成されたまち 

２．さわやかな空気、静かさ、安⼼ 

さわやかな空気と静かさを回復し、安⼼して暮らせる良好な生活環境

が確保されたまち 

３．資源とエネルギーの循環型社会 

地球環境の保全を意識した循環型社会システムが構築されたまち 

４．あなたが主役―参加、共有、協働 

区⺠等・事業者・区が協働して環境の保全・創出に努めるまち 
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基本目標の主旨 

� 明治神宮や代々木公園等の大規模緑地を拠点に、既存の緑、新しい緑がそれに

つながり緑の連続性が確保されたまちを目指す。 

� 緑の維持管理に際しては、区⺠等・事業者・区が協働で⾏うまちを目指す。 

� 山の手の地形の特徴を表す坂による景観や、寺社等の歴史的景観を⾒直し、活

気ある市街地の景観と坂と歴史を生かした景観との調和のとれたまちを目指

す。 

� 都市化によって失われてしまった水の循環と水辺の環境の再生に取り組むま

ちを目指す。 

 

前記基本目標の主旨を受けて、実施期間で実現するべき３つの環境目標が、次のよ

うに設定された。 

 

環境目標１ 緑の中に⾒え隠れするまち 

� ⻑期的環境目標像 

� 既存の樹木の保全が図られ、新たに、敷地内の緑化が進み、建築物の壁⾯や屋

上が緑で覆われる。 

� 大規模な緑地を核に、中小規模の公園、寺社、大学等の緑が、街路樹等により

結ばれ、さらにそれらと住宅の緑（生け垣、庭木等）が繋がる。 

� 地域の⼈々が、⾝近な緑の存在を認識し、その維持管理に参加する。 
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� 数値目標 

� 緑被率 23％を目指す 

� 緑視率 23％を目指す 

環境目標２ ⾝近な場所で野生動植物とふれあえるまち 

� ⻑期的環境目標像 

� 公園、学校、公共施設や大規模な事業所の敷地等にビオトープが形成され、野

生動植物が生育、生息する。 

� ⾝近に原っぱがあり、野生動植物とふれあえる。 

� 自然観察会等が実施され、野生動植物に対する認識を深める機会が多くある。 

環境目標３ 健全に水が循環するまち 

� ⻑期的環境目標像 

� 道路、公共施設から事業所、住宅地に⾄るまで、⾬水の地下浸透施設等が整備

されることにより、区内の降⾬が地下に涵養され湧水が再び出現する。 

� ⾬水・中水の有効利用を図り、降⾬の急激な流出の抑制と節水に努める。 

� 玉川上水の保全、渋谷川における良好な水辺環境の整備が進み、まちなかに河

川がよみがえり、⾝近に良好な水環境が存在する。 

環境目標４ にぎわいと落ち着きが共存する⼈にやさしいきれいなまち 

� ⻑期的環境目標像 

� 商業・業務地と住宅地が近接しつつも明確に区分され、それぞれの特性に応じ

た個性ある景観が形成される。 
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� 坂や歴史的資源の活かされた都市景観が展開する。 

� 渋谷駅や原宿駅等を中⼼とする商業地は、活気にあふれつつも、ごみはなく環

境に関するマナーが徹底されている。 

� ⾞椅子や目の不自由な⼈が自由に安⼼して外出でき、子どもから⾼齢者まであ

らゆる⼈々が、日常生活上支障を感じることなく生活できる。 

渋⾕区都市計画マスタープラン（平成 12 年 3 月）    ２２２２----１１１１----２２２２    

渋谷区が目指すまちづくりの大方針は次の２つである。 

 

 

まちづくりの視点で渋谷区が位置づける緑の整備については次のとおりである。 

みどりと水・潤いのあるまちづくりの方針  

� みどりの拠点とネットワークづくり  

明治神宮や代々木公園等、みどりの拠点を保全します。また、玉川上水、渋谷川等

との連携により、みどりと水の空間軸の形成を目指す。  

� 緑化の推進・公園の整備  

⺠有地の緑化と公園の整備・充実を図ります。また、市街地の特性に応じたオープ

ンスペースの確保を推進。  

� 安⼼して豊かに暮らし続けることができるまちの創造 

� 活気があり安全で快適な魅⼒のあるまちの創造 
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都市環境形成の方針  

� 市街地環境の改善  

  オープンスペースの確保など、ゆとりのある市街地形成を図るとともに、公害発

生の防⽌につとめ、良好な市街地環境の形成を目指す。  

都市景観形成の方針 

� 景観資源の保全と活用  

  大規模な緑地や旧水路、緑道など、区のシンボルとなる景観資源の保全と相互ネ

ットワークを図り、魅⼒ある空間形成を目指す。  

� 公共空間の景観づくり  

  公共公益施設や道路等の公共空間における修景、地形に配慮した魅⼒ある景観形

成を図る。 

 
図 ２-２ 都市景観形成の方針図 
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渋⾕区みどりの基本計画（平成 16 年 3 月）    ２２２２----１１１１----３３３３    

渋谷区みどりの基本計画は、都市における緑地の保全と緑化の推進のための施策を

総合的・計画的に⾏うため、平成 13 年に制定された「環境基本計画」を前提に、渋

谷の将来の姿とその実現に向けた方針を示している。 

みどりの基本計画内容 

１  計画的な緑づくりの推進   

-緑の量を確保し緑のネットワークを形成しよう-  

1.1 緑地の配置・緑化の方針  

1.2 総合的・計画的な緑施策の推進  

２  緑の保全・育成   

-緑の財産を大切に受け継ごう-   

2.1 既存樹林・樹木の保全  

2.2 緑の大通りの形成   

2.3 都市公園の整備方針  

2.4 今ある歴史・文化の継承  

３  新しい緑の創出   

-緑のなかに⾒え隠れするまちにしよう-  

3.1 緑と水の空間の確保  

3.2 新たな緑の創出  

3.3 建物の屋上緑化・壁⾯緑化の推進  
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3.4 開発⾏為における緑の保全・創出  

４  緑をめぐるネットワークづくり   

   -参加､共有､協働から区⺠が主役の緑をはぐくもう-  

4.1 緑を守り育てる区⺠への支援の充実  

4.2 区⺠等参加による緑を守り育てる仕組みの充実 

渋⾕区景観計画（平成 24 年 3 月）    ２２２２----１１１１----４４４４    

序章 渋谷区景観計画の目的 

・ 渋谷区の良好な景観形成を総合的かつ計画的に推進する  

・ 区⺠主体のまちづくりの機運を後押しする  

・ 自然・歴史・文化の継承と、新たな景観の創出の調和を図る 

 

第１部第３章 渋谷区の景観形成の方針 

（１）地形の特性を活かした景観形成  

坂や、旧河道の緩やかに曲がる地形を活かした景観を形成 

（２）緑、河川等の自然の特性を活かした景観形成  

大規模緑地を拠点とし、水辺の再生や緑化などにより、ゆとりと潤いのネット 

基本目標 多様な界わいが共存する都市の保全・再生・創造 

● 区⺠や企業等が、いつまでも快適で他に誇りうる景観の形成   

● 渋谷区を訪れる来街者に対しては、どこまでも魅⼒的な景観の形成 
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ワークを形成 

（３）歴史・文化の特性を活かした景観形成  

江⼾時代から継承される街割りや、文化財など、歴史的資産を活かした景観を 

形成 

（４）都市における賑わい・交流空間の特性を活かした景観形成  

商業・業務中⼼地、回遊性のある住商共存地や広域幹線道路において、渋谷区 

を象徴する景観を形成 

（５）住⺠主体の取り組みを活かした景観形成 

住⺠主体のきめ細かい活動による、地区の特性を活かした景観を形成 
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第２部第５章 景観重要公共施設の整備に関する事項 

 

図 ２-３ 景観重要公共施設の位置 

渋⾕区低炭素まちづくり計画（平成 26 年 6 月）    ２２２２----１１１１----５５５５    

多様な生活空間が混在する渋谷において、区内各地域が有するまちの特性を十分活

用しながら、まちづくりの機運や開発の機会を捕まえて、先導的な環境対策を推進し

低炭素型のまちを構築することで、未来の渋谷の新しい付加価値とするための方針と

考え方を示したものである。 
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渋谷が目指すまちの姿として、「環境と経済の両軸が調和する、世界一付加価値の⾼

いまち渋谷」を設定し、低炭素型のまちづくりを推進することで、経済活動や文化情

報発信⼒の向上に努め、新しい価値創造を促すことを目標としている。 

目指すまちの姿を実現するために、３つの方針を掲げている。 

  

緑化政策に関する記述は方針３の中で次のように示されている。 

緑化による憩いの空間の整備とヒートアイランド現象の緩和 

旧玉川上水跡の緑道等のまとまった緑空間を整備することで、二酸化炭素の吸収源

としての効果や都市のヒートアイランド現象の緩和などを推進する。またこれらと連

続的に⾒える緑空間を整備することで、憩い空間や緑陰の創出など、まちの魅⼒創出

を推進する。周辺地域における開発では、緑化条例による緑の確保と同時に、⾒える

緑や魅せる緑といった、質の⾼い緑の創出⼯夫をしながら地域の魅⼒を⾼めていく。 

 

方針１ 地域の総合エネルギー効率を向上させつづけるまち 

方針２ 地域エネルギー資源を使い切るまち 

方針３ まちの魅⼒づくりと連携した先進環境技術を導⼊するまち 
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図 ２-４ 緑空間の連携によるクールスポットの創出とヒートアイランド現象の緩和 

 

 

 

図 ２-５ ⽟川上⽔旧⽔路緑道による憩い空間とクールスポット創出 
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渋⾕区みどりの基本計画（平成 16 年３月）の検証 ２２２２----２２２２    

平成 13 年 4 月、渋谷区の環境対策に関する基本方針を網羅的に定めた、「渋谷区環

境基本計画」が策定された。その後平成 16 年 3 月、都市緑地保全法に基づき渋谷区

内の緑化政策を推進するため「渋谷区みどりの基本計画」が策定された。自治体では

初めて、屋上緑化を義務化する条例の施⾏やその補助制度などにより、コンクリート

中⼼のまちなみから、みどりに囲まれた副都⼼の景観を作るだけでなく、ヒートアイ

ランド対策としての効果も期待されていた。 

緑被率の変化    ２２２２----２２２２----１１１１    

渋谷区みどりの基本計画では、目標とする緑被率を定めている。平成 25 年度まで

に 21％の緑被率達成を目標にこれまで、まちの花壇整備から公園緑地整備や緑化義

務条例まで、あらゆる主体を対象に政策を展開してきた。平成 25 年度現在、東京 23

区における緑被率分布は図 ２-６のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

図 ２-６ 東京 23 区における緑被率分布（出典：平成 25 年度渋⾕区⾃然環境調査） 
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本区は 23 区でも 5 番目に緑被率が⾼く、新宿御苑の一部、代々木公園そして明治

神宮の緑地が大きく貢献している。 

平成 13 年渋谷区みどりの基本計画策定以降、本区では 2 回の緑被率調査を実施し

てきた。それぞれの緑被率は表 ２-１のような推移となっている。 

 

表 ２-１ 緑被率調査結果の推移 

年度 手法 緑被率 

平成 15 年度 デジタル航空写真分析 20.5 

平成 25 年度 デジタル航空写真分析 21.3 

 

平成 25 年度までに渋谷区みどりの基本計画において目標としていた 21％を達成す

ることができた。 

さまざまな緑化制度    ２２２２----２２２２----２２２２    

みどりの基本計画が目指す緑被率を達成した背景には、数々の緑化制度があったこ

とによる。そこで主な緑化制度について検証を⾏う。 

本区がこれまで推進してきた緑化制度は 2 種類に大別される。一つは、現存する緑

地等を保存し継承していく方策となる「緑の保全」である。もう一つは、これまで緑

地等が存在しなかった場所に、新たに緑を配置し育成していく方策となる「緑の創出」

である。 
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ここでは、これまで実施されてきた緑化制度について、前記 2 種類に分類される主

な施策について検証を⾏う。 

 みどりの保全に関する制度    （１）

� 保存樹木等指定制度 

平成 13 年度から本区が実施している保存樹木等指定制度によって、⺠有地内にあ

る規定以上の樹木については、本区が指定していることを示す保存樹木プレートを設

置し、所有者が樹木を良好な状態に維持管理することが条例で定められている。 

平成 25 年度現在、本区には 585 本の保存樹木があり、23 区中 10 番目に多い。樹

木によっては地域の名勝となっているものもあり、緑化推進を超えた付加価値を創出

することもできる。 
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図 ２-７ 平成 25 年度東京 23 区における保存樹⽊本数（条例設置） 

（出典：都市緑化データベース、国⼟交通省都市局） 

保存樹木等指定制度は、⻑期的視点に⽴てば地域における重要なみどりの創出に⻑

年寄与することになるとともに景観形成にも貢献するため、地域資産価値向上にも重

要な要素となる。一方で、経済状況により維持保存にも限界があり、土地の取得や相

続等による財産継承に係わるさまざまな事情等により維持が困難となることがある。 

また、保存樹林として 19 箇所が登録されており、総樹林⾯積は、92,725m2 にお

よび、23 区の中では 7 番目に多い。 
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図 ２-８ 平成 25 年度東京 23 区における保存樹林⾯積（条例設置） 

（出典：都市緑化データベース、国⼟交通省都市局） 

都⼼部である本区は⽐較的みどりの多い地域といえるが、まとまった樹林地を確保

するには、現在の貴重な樹林地等をできるだけ保全していけるような方策が必要であ

る。 

� 公園の自主管理花壇制度 

公園を⾝近なものとして親しみを感じつつ公園の美化向上にも資することを目的と

し、地域の緑化推進に大きな⼒となっている自主管理花壇制度は、本区が整備した花

壇を区⺠等が自主的に管理することができる制度である。この制度によって、公園の

美化や公園機能の増進を図るだけでなく、地域によるみどりの保全を推進することが

できる。平成 27 年度現在で 32 の団体によって、618m2 の自主管理花壇が管理され

ている。 
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これらの自主管理花壇⾯積のうち、６％が緑道で実施されている。また緑道は⾯的

な広がりを持っているため、複数の団体によって部分的に管理されているのが特徴で

ある。87％が公園・児童遊園地で実施されており最多となっており、７％はその他の

場所である。 

このように公園・児童遊園地は、みどりに触れる機会創出のための⾝近な場所とし

ての役割も有しており、みどりの活動を支える⼈材を育て、その輪を広げていく拠点

としても機能している。 

 

図 ２-９ ⾃主管理花壇制度の実施場所別割合 

 みどりの創出に関する制度    （２）

� 緑化義務制度 

本区では、敷地⾯積 300m2 以上の土地における新築⾏為および増改築に対して緑化

義務を課す条例を制定した。渋谷区庁舎の一部に、屋上緑化の⾒本となるコーナーを
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設けて、具体的な屋上緑化手法や相談についても窓口を開くなど、ソフト⾯・ハード

⾯の双方で、条例対象となる事業者および区⺠のサポートを⾏ってきた。 

このような先進的な取り組みの結果、緑化義務を有する事業者や区⺠だけでなく、

開発諸制度を利用する案件についても、条例が求める緑化率※１を上回って緑化計画が

実施されていることは、都⼼部におけるみどり空間の重要性についても啓発されてい

るといえる。 

平成 26 年度までに本区には 1,269 件の緑化計画が提出された。そこで緑化実施に

よって新たに生まれた緑地について、制度が開始された平成 13 年度から平成 26 年

度にかけての緑化率の推移では、若⼲の減少傾向はあるものの、ほぼ横ばいの推移と

なっている。 

 

                                     

 

 
※１緑化率：敷地内に実施するべき緑化の割合。渋谷区では、壁⾯緑化も屋上緑化の代替案として

許可しているため、緑被率と区別して表現した。緑被率は上空から視認できる緑化された土地・建物

の⾯積割合。 
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図 ２-１０ 緑化計画制度による敷地⾯積に対する緑化率 

緑化計画は景気変動に左右されることがあるものの、これまで実施してきた制度な

らびにサポート体制によって、本区においては着実に緑化制度が根付いているといえ

る。 

 渋⾕区ふれあい植物センター    （３）

平成 14 年渋谷清掃⼯場の還元施設として建設された当センターでは、本区内にお

ける緑化政策の拠点として、区⺠等による緑化活動支援、生き物に関する啓発・教育

活動、⻑野県飯⽥市での緑体験交流事業などを通じて、緑化推進をハード⾯・ソフト

⾯で支援している。特にホタルの夕べやカブトムシとのふれあいなどのイベントでは、

多くの区⺠等を集客し、都⼼部では貴重な自然体験型施設となっている。 

平成 27 年 5 月には延べ来館者数 20 万⼈を突破し、引き続きより多くの区⺠等に向
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けた緑化政策の重要拠点として位置づけていく必要がある。 

公園の現状 ２２２２----３３３３    

本区が管理している都市公園や遊び場（以下公園等という）は、区⺠等が⾝近にみ

どりを感じ触れることができる場所である。本区内の公園等の数は、平成５年から平

成 10 年の間に緑道６箇所を公園としたこともあり、５年間に 10 カ所弱ずつ増加し

ている。平成元年から平成 10 年までは本区による新設された公園が多数を占めてい

たが、近年では開発⾏為により整備される小公園が増加傾向を示している。 

 
図 ２-１１ 渋⾕区内の公園等の箇所数の推移（平成 26 年 1 月現在） 

また⾯積規模別の本区設置・管理する公園等は図 ２-１2 のとおりである。1,000m2

未満の公園等が全体の 2/3 を占めており、渋谷区⽴都市公園条例で定める街区公園の

標準である 2,500 m2 未満の公園等は全体の 80％を超えている。 
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図 ２-１２ 渋⾕区が管理する公園等の⾯積規模別割合（平成 26 年 1 月現在） 

また区⺠一⼈あたりの公園敷地⾯積については次のとおりである。 

表 ２-２ 区⺠⼀⼈あたりの公園敷地⾯積の標準と現状 

 

表 ２-２では、本区内で今後必要とされる一⼈あたり公園敷地⾯積等が算出されて

いる。渋谷区都市公園条例で定めている基準となる 5.00m2/⼈を満たすためには、

1.56m2/⼈のさらなる公園整備が必要となっている。 

このように本区では、これまで⻑きにわたり公園等の整備を実施してきており、そ

の数は増加傾向にあるが、区⺠一⼈あたりの⾯積は不⾜しているといえる。今後は、

質的なみどりの増加も含めた公園等の整備が重要であると考えられる。 
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緑化政策の成果 ２２２２----４４４４    

本区はこれまで 15 年にわたり緑化政策を展開してきた。目指す区の姿は、緑の中

に⾒え隠れするまち（環境基本計画による。）であり、平成 32 年度までに緑被率 23％

および緑視率 23％を具体的目標として掲げてきたところである。 

また平成 16 年３月に施⾏した渋谷区みどりの基本計画が定めた、平成 25 年度まで

の達成するべき緑被率 21％は、様々な緑化施策を展開してきたことにより、現在そ

の目標値を達成することができている。 

一方で、時代の経過による区⺠ニーズの多様化によって、⾝近に感じられる緑空間

が求められていることや、緑の拠点としてのふれあい植物センターのより積極的な情

報発信と区⺠等によるさらなる活用機会の増加等、今後も積極的に取り組まなければ

ならない課題が⾒られるのも事実である。 

そこで、これまでの緑化政策の成果と課題を明らかにした上で、今後目指すべき姿

そして具体的な考え方について示す。 

屋上緑化制度展開による成果    ２２２２----４４４４----１１１１    

渋谷区みどりの確保に関する条例（以下条例という。）では、建築物の屋上および建

物部分を除く敷地にそれぞれ、あらかじめ指定された緑被率以上の緑化が義務づけら

れている。 

屋上緑化は建物強度や管理について追加的予算が必要な場合も多くみられた。そこ

で壁⾯を緑化するケースも年々増えてきた。 
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図 ２-１３は、条例施⾏後に緑化指導結果を元に作成された、緑化手法の変化を示

している。 

 
図 ２-１３ 屋上緑化手法別の緑化⾯積推移（指導結果ベース） 

これまでの推移を⾒ると、屋上への直接的な緑化の他に、壁⾯への緑化やベランダ

での緑化などを取り⼊れるケースも増加していることがわかる。 

さらにこの結果を、敷地⾯積別に分けて示したのが次の 2 つの図である。 
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図 ２-１４ 屋上緑化手法別の緑化⾯積推移 

（上：敷地⾯積 1000m2 未満、下：敷地⾯積 1000m2 以上） 
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この図から明らかに、敷地⾯積が⽐較的小さい 1000m2 未満の案件では、屋上への

直接的な緑化よりも、壁⾯やベランダ部分での緑化を導⼊しやすい傾向にあることが

わかる。このことは、壁⾯やベランダが緑化されることで、多くの⼈々の目に触れる

緑が増えることも意味する。 

環境基本計画では緑被率に加え、緑視率についても具体的目標数値を定めており、

今後は⾒える緑の配置についても考慮した緑化制度の検討が必要である。 

 

敷地⾯積別の理論緑被率    ２２２２----４４４４----２２２２    

本区では平成 26 年度末まで 1,269 件の緑化計画を指導してきた。特徴的なのは、

敷地⾯積別で緑化する割合に違いが⾒られることである。 

次の二つの図は、条例により届出された敷地⾯積別の理論緑被率の推移である。 

ポイント 

� 屋上部における緑化よりも壁⾯やベランダといった、地上部から確認し

やすい緑が増加傾向。 

� 緑視率向上のためにも緑の配置を考慮した制度の検討が必要。 
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図 ２-１５ 緑化計画書における理論緑被率（敷地⾯積 1000m2 未満） 

 

 
図 ２-１６ 緑化計画書における理論緑被率（敷地⾯積 1000m2 以上） 
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ここで理論緑被率とは、緑化計画書に示されている全緑化⾯積を、敷地⾯積で除し

た数値である。また図中の点線は 2 区間移動平均を示している。 

敷地⾯積に関わりなく経年とともに緑化割合は減少している。これは景気変動によ

る社会的要因が大きいと考えられる。 

敷地⾯積 1000m2 未満では、条例が定める割合＋5％の範囲で緑化計画書が提出さ

れているが、1000m2 以上では、＋5％を超える年度も存在している。つまり、敷地

⾯積が大きい緑化計画のほうが小さい緑化計画より、⾼い緑化率で緑化が計画されて

いることがわかる。 

このような傾向から緑被率および緑視率の向上に大きな影響を与えるのは、敷地⾯

積が大きい場合であることがわかる。大規模開発や土地区画整理事業など、一度に複

数街区を対象とした開発は、緑化政策を大きく後押しする貴重な機会であるといえる。 

 

 
 

ポイント 

� 敷地⾯積が 1000m2 未満の緑化より、1000m2 以上の緑化の方が、緑

被率が⾼い傾向。 

� 大規模開発は緑化政策を大きく後押しする貴重な機会。 
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公園整備と緑被率    ２２２２----４４４４----３３３３    

 渋谷区環境基本計画の緑被率目標 23％を達成するためには、1.7％の緑被率向上が

必要であり、緑地の⾯積に換算すると 0.26km2（東京ドーム約 20 個分）必要である。 

２-３ で示されたように公園等の現状から、公園等の整備を推進することは、本方

針が目指す質の⾼いみどりの増加の重要な機会だけでなく、緑被率増加に大きく貢献

することが期待できる。 

そこで、区⺠一⼈あたりの公園敷地⾯積が実現した場合、緑被率がどの程度向上す

るか試算を⾏う。 

渋谷区⼈口を 22 万⼈、渋谷区⾏政⾯積 15.11km2、今後整備するべき一⼈あたり

公園⾯積 1.56m2（Ｐ27 参照）そして、公園の樹木等の緑被率の平均が 62％である

ことから、増加する緑被率は 1.41％であることが試算できる。 

 

220,000⼈ � 1.56	
 ⼈�
15.11�	
 � 10

� 0.62 � 100 � 1.41% 

 

 

ポイント 

� 公園整備は、緑化推進に大きな影響を与える可能性が大。 

� 公園整備目標が達成された場合には、緑被率＋1.4％程度の寄与があ

る。 
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３３３３    渋⾕区みどりの整備方針の考え方と施策 

本区が展開してきた緑化政策によって、渋谷区みどりの基本計画に定める当初目標

である、緑被率 21％を達成することができた。また、2020 年東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催や渋谷駅中⼼地区およびその周辺で進む再開発の機運とともに、

⽐較的敷地⾯積の大きい開発が具体化しつつある。このような社会情勢も踏まえ、こ

れから本区が目指す、緑化政策によって実現するべき渋谷の姿を明らかにして新たな

緑化政策を展開する必要がある。 

目指すべき具体像 ３３３３----１１１１    

魅⼒的で質の⾼いみどりに囲まれた賑わいのまち 

 

本区は屋上緑化について先進的な事例を有してきた歴史があり、都⼼部における地

上部緑化のハードルを下げ、より多くのみどりを創出することに成功した。 

しかし一方で、屋上部のみどりは区⺠等が地上部から実感できるみどりではない。

また近年では、屋上部における緑化の限界や壁⾯における緑化技術の進歩、さらに本

区外に⾒られる意匠性の⾼い壁⾯緑化などが、まちの景観形成に大きく寄与している。

さらに都市部におけるヒートアイランド現象を緩和するためにも、みどりの役割が重

要視されている。 

そこで本区では、地上部からでも実感できる地域の良好な景観形成や公園や緑地等
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の点としての緑化整備を、河川等の水辺空間と⾯的に整備していく緑と水の空間軸の

実現そして環境対策に寄与するような、質の⾼いみどりの創出と保全ならびに再生を

基本として展開していく。これらの理念を持ったさまざまな施策を通じて、渋谷を世

界に情報発信し、世界中から⼈々を集め、賑わいと潤いが同居するまちを目指すべき

渋谷の姿とする。 

基本方針 3 本柱 ３３３３----２２２２    

これまで、量としてのみどりを増やす政策だけでなく、⾒えるみどりや憩いや潤い

を与えるみどりそして、緑と水の空間軸の実現に向けたみどりの整備など、質的なみ

どりの向上を図るべく、本方針では３つの柱のもとで各種施策を実施していくものと

する。 

これまで蓄積してきた本区のみどりを守り適切に維持管理していくための「みどり

の保全」、緑と水の空間軸再整備事業や再開発事業等のまちづくりや区⺠等の地域に

おける緑化推進、また、これまでみどりが少ない地域に新たにみどりを創り出すだけ

でなく、失われたみどりの再生を含む「みどりの創出」、そして区⺠等が⾝近にみど

りを感じられるようなイベントや教育・啓発を⾏う「みどりの啓発」を 3 本柱とする。 

また具体的な施策を推進する機会を「区⺠等との協働」と「⾏政主導の整備」に大

別する。区⺠等との協働では、地域の緑化を区⺠、事業者および来街者とともに推進

する事業を中⼼に実施する。また⾏政主導の整備では、既存の緑化計画制度の継続、

公共施設等における緑化推進、そして緑と水の空間軸実現などを推進する。 
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図 ３-１ 渋⾕区みどりの整備方針の分類（3 本柱と 2 主体の役割） 
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みどりの保全    ３３３３----２２２２----１１１１    

この方針は、現存するみどりを保全しながら、より質の⾼いみどりの整備を推進す

ることが目的である。 

 区⺠等との協働    （１）

� 自主管理花壇の促進 

公園や緑道だけでなく、道路上の花壇等の小さな緑地を、区⺠等と協働で維持管理

を⾏い、地域における良好な景観形成を促進する。 

� 天然芝生化の推進 

区⺠等による管理運営を中⼼として、公共施設（学校の校庭や公園等）の敷地を利

用した天然芝生化を推進し、スポーツ活動の中でみどりを育む機会増加を推進する。 

 ⾏政主導の整備    （２）

� 緑と水の空間軸の実現 

都市部における自然環境を保全し、水辺と緑地で形成される景観を生かした区⺠等

が集い暮らすための憩いのネットワークを創出することで、歴史や文化を継承し自然

を愛する⼼を育むためのシンボルとなり、潤いのあるにぎわい空間を形成する。 

� 緑道の整備 

⾯的に広がる緑道の整備を、区⺠等と連携しながら推進し、良好な景観を維持しつ

つ、まとまったみどりの保全を積極的に推進する。 
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� 渋谷川の環境整備 

渋谷駅再開発に伴い渋谷駅南街区では、渋谷川の開渠部分と接続する区画を、水や

緑と親しめる空間として再整備する。 

みどりの創出    ３３３３----２２２２----２２２２    

この方針は、今後より一層の緑被率向上とともに、新たに質の⾼いみどりを創出す

る施策を推進することが目的である。 

 区⺠等との協働    （１）

� 市⺠緑地制度 

一定の大きさ以上の土地等を対象として本区との契約のもと、緑地や緑化施設を公

開する制度を検討する。 

� 区⺠菜園制度 

自然とともに生きる生活を都市部でも実現するため、本区が有する未利用地を使っ

た、区⺠向けの菜園を引き続き整備する。 

� PPP（官⺠パートナーシップ）事業による緑地等の整備、管理 

公園等の緑地における賑わいの創出と付加価値向上さらには維持管理費用節減を目

的として、⺠間の活⼒を導⼊し、公園でのカフェ等の整備や公園管理の一部委託等を

推進し、公園の利便性向上と区⺠等の暮らしに潤いを与える緑地整備を実施する。 
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 ⾏政主導の整備    （２）

� 「小さな森」プロジェクト 

みどりの持つさまざまな効果の中でも、災害時における延焼防⽌に注目し、地域の

防災⼒強化も視野に⼊れた、木造住宅密集地域等における空間での緑化を推進する。 

 

� 区⽴公園の整備 

地域コミュニティの活性化、地域防災機能の強化そしてみどりと親しむことができ

る空間の整備等を⾏うことで、地域の核となる公園（基幹公園）における緑化を適切

に推進する。 

� 壁⾯緑化の推進 

屋上緑化に加え、建物等における壁⾯を利用した緑化を推進する。意匠性の⾼い壁

⾯緑化や地域の景観形成に大きく貢献するような壁⾯緑化事例を公表し、デザイン性

の⾼い⾒える緑を増加させる。 

� 公共施設の緑化推進 

区有施設における壁⾯緑化や、学校における触れることができるみどりの増加を通

じて緑の創出を推進する。 

� 開発⾏為による緑化推進 

開発⾏為によって整備される緑地等に、周辺地域が積極的に活用することができ、

良好な景観形成に寄与するような、質の⾼いみどりの導⼊・配置を緑化計画の指導を

通じて推進する。 
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� 水辺の再生整備 

緑と水の空間軸である渋谷川上流部や玉川上水旧水路緑道の水景施設整備を検討す

る。 

みどりの啓発    ３３３３----２２２２----３３３３    

この方針は、みどりに関する情報発信や、さまざまなみどり体験により、区⺠等が

みどりを⾝近に感じられる機会を増やしていくことが目的である。 

 区⺠等との協働    （３）

� みどりの表彰制度 

区⺠等が管理する庭や植栽地について、デザイン性や地域景観への寄与などを総合

的に判断して表彰を実施する。これにより、地域におけるみどりの創出だけでなく良

好な景観形成を促進するとともに、区⺠等がみどりを⾝近に感じる機会を増加させる。 

� 地域連携型みどり体験交流 

区⺠等が、本区外の自治体における自然体験やグリーンツーリズム等へ参加するこ

とで、みどりの持つ大切さを学ぶためのプログラムを開発する。本区における質の⾼

いみどりの増加に、区⺠等も積極的に参加できるための支援を推進する。 

 ⾏政主導の整備    （４）

� ふれあい植物センターの拠点化 

緑化推進事業の拠点として、当センターにおける座学に限らず、本区が管理する公
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園内における区⺠等に対する自然教育や、触れられる・食べられる緑の創出に向けた

みどりの教育等のソフト啓発事業を⾏う。 

また区内では体験し得ない自然環境とのふれあいを推進するため、⻑野県飯⽥市と

のみどり体験交流を引き続き実施しながら、自然と親しむ機会創出を図っていく。 

さらに都⼼部に位置する貴重な植物園として、その活動フィールドを本区全域に広

がる公園にも求め、より多くの区⺠等に向けた情報発信を積極的に進めて、都会の中

のみどりの拠点として事業を推進していく。  
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重点整備施策 ３３３３----３３３３    

本方針が目指す基本理念である、魅⼒的で質の⾼いみどりに囲まれた賑わいのまち

を実現するために、重点的に推進するべき８施策を次のように示す。 

 

図 ３-２ ８つの重点整備施策 

 

それぞれ整備方針で示された各施策は、渋谷区みどりの基本計画改定版策定までに

本方針に基づき一定の成果を得るため、取り組む必要性が⾼い事業を重点項目として

いる。 

次に、これら８施策についての具体的事業内容について示す。 
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新宮下公園みどりの拠点化推進    ３３３３----３３３３----１１１１    

国内有数の交通結節点である渋谷駅周辺地区は、商業・文化の集積度が⾼い地域で

ある。多くの建築物や幹線道路が交差しているこの地域には、自然とふれあう憩いの

空間確保も重要な都市機能の一つである。 

また宮下公園はその⽴地の良さから、区⺠等に古くから親しまれてきており、公⺠

が連携した新しい運営形態を導⼊するなど、時代の先進をいく都市公園として注目を

集めてきた。 

このような経緯を踏まえ宮下公園は、次に示す３つのコンセプトに基づいて整備を

⾏い、緑と水の空間軸における拠点化を図り、今後の緑と水の軸構成に貢献する施設

としていく。 

� 緑と水のネットワーク拠点として新しい手法を導⼊した先進公園 

宮下公園の下を流れる旧渋谷川は、都

内でも数少ない、都⼼部にその源流を持

ち、緑と水の空間軸を形成する重要な施

設として位置づけられている。 

また世界から注目度の⾼い渋谷の中⼼

部に位置する都市公園にふさわしい、貴

重な自然環境を創出・再生しながらも周

辺の良好な景観形成に寄与するような、 図 ３-３ 緑・⽔のネットワークイメージ 
（渋谷駅中⼼地区まちづくり指針 2010）
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注目度の⾼い緑化を積極的に指導していく。 

� 渋谷駅に近接した災害時対応のための重要拠点 

2011 年の東日本大震災の教訓から、渋谷駅周辺地区における防災対策を強化する

ため、災害時には拠点となる公園での、帰宅困難者等の受⼊体制をより充実させるこ

とも都市機能として重要な意味を持っている。新宮下公園は交通結節点に隣接した⽴

地特性を考慮して、防災機能強化についても地域等と連携しながら整備を進める。 

� 都会での憩い空間の確保と商業施設等による賑わいの創出 

周辺は商業・文化の集積度が⾼く、多様な⼈々が集う地域である。それら多様な⼈々

を受け⼊れるために、柔軟で新しい都市公園の利用を促進し、地域の魅⼒を向上させ

る核となることが求められている。そこで隣接する商業施設や宿泊施設とともに、新

宮下公園周辺における賑わいの創出を牽引することで、環境と経済の両軸が調和した

世界一付加価値の⾼いまちの実現にも向け、先進的な技術や手法を取り⼊れた公園と

して整備を進める。 

このように新宮下公園は次の６方針を中⼼として、環境⾯、防災⾯そして賑わい創

出⾯において重要な都市公園であると位置づけることができる。 
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そこでこれらの方針を踏まえて、現在は図 ３-４のようなイメージパースを参考に、

関係各所と調整を図りながら整備計画を推進していく。 

 

� 緑と水のネットワーク拠点として新しい手法を導⼊した先進公園 

� 渋谷駅に近接した災害時対応のための重要拠点 

� 都会での憩い空間の確保と商業施設等による賑わいの創出拠点 

� 多様な⼈々を受け⼊れ、渋谷駅周辺地区を活性化させる幅広い用途

への対応拠点 

� 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催までに、「世界

に誇ることができる⽴体都市公園」に向けた整備 

� 東京オリンピック・パラリンピックのレガシーとして、スポーツを

⾝近に感じられる「ダイバーシティの象徴」として位置づける 
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図 ３-４ 新宮下公園整備イメージ案 

⽟川上⽔旧⽔路緑道整備    ３３３３----３３３３----２２２２    

玉川上水旧水路緑道は、玉川上水を暗渠化した上部を遊歩道状に整備し、運動、遊

び、健康増進等の様々な機能を持った都市公園である。また、渋谷区都市計画マスタ

ープランにおける緑と水の空間軸を形成する延⻑約 2.6ｋｍの緑豊かな緑道であり、

本区における重要なみどりの拠点である。親子で遊具遊びに来たり、緑を感じながら

散歩したり、買い物等のために通ったりと様々な利用がされている。 

このような中で、生活や自然、歴史・文化という背景を踏まえ、豊かな緑を保全し

つつ、本区の観光資源としても有効活用していくために、水辺の再生や、自転⾞や次

世代型モビリティ⾛⾏等を検討し、新たなニーズに即した再整備を⾏う。 
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図 ３-５ ⽟川上⽔旧⽔路緑道 

⾼度処理⽔を利用した渋⾕川の河川環境整備    ３３３３----３３３３----３３３３    

渋谷川は都⼼部における貴重な河川として、緑と水のネットワークを形成している。

渋谷駅南街区再開発に伴う渋谷川整備に併せて、並木橋付近における親水空間整備を

推進する。現在渋谷川には、落合水再生センターで⾼度処理された清流復活水が、並

木橋付近より放流されている。その放流口を稲荷橋付近に移動させて、良好な河川環

境の整備を区⺠等と連携し、潤いと賑わいの空間を創出させる。 
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図 ３-６ 渋⾕川再生計画（出典：渋⾕パブリック展） 

図 ３-７ 渋⾕川新旧対比イメージ（出典：渋⾕文化 Project ホームページ） 

賑わい創出空間としての親水空間整備であっても適切な緑化計画により、賑わいの

中に憩いを創出することや、経済と環境の調和した空間の創造を目指すことで、地域

の付加価値を増加させることが可能である。渋谷川護岸の親水空間整備に当たっては、

地域価値の向上として緑化を推進する意義は⾼いと考えられる。 

 

八幡橋 並木橋 
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小さな森プロジェクト、ポケットパークプロジェクト    ３３３３----３３３３----４４４４    

本町地区の一部は木造住宅密集地域であり、防災機能確保が課題である。そこで、

この地域における小さな空間に樹木等の植栽を施す「小さな森プロジェクト」で、み

どり創出と防災機能強化を推進する。 

小さな森プロジェクト対象地域：本町⼆丁目、四丁目、五丁目、六丁目 

また緑視率の低い地点（緑視率 25％以下）の地域と、公園不⾜地域が重複する地域

を、「ポケットパークプロジェクト」対象地域として位置づける。これは、小さな敷

地等を利用して、地域の憩いの空間として整備を⾏うことである。 

 
図 ３-８ 平均視点緑視率分布（出典：平成 25 年渋⾕区⾃然環境調査） 

○は測定した地点を表す。 は対象となる地域。 

図 ３-８は 33 地点における緑視率の分布を示している。大規模緑地（代々木公園等）

の近傍では緑視率は⾼い傾向があり、一方本町や笹塚など住宅密集地では低い傾向が
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⾒られる。 

 
図 ３-９ 緑被率と公園⾯積の分布（出典：渋⾕区調べ） 

ブロックはその地域の緑被率を表し、○は公園の位置とその大きさを表す。 

また図 ３-９は、本区における町丁目別緑被率分布と公園⾯積ごと分布を示してい

る。この図より、公園が少ない地域にも、積極的にみどりを配置することで、緑被率

や緑視率の向上に寄与することが考えられる。 

 

図 ３-１０ 公園不⾜地域の指標（ はすべての公園を対象として半径 250ｍ圏内） 

は緑の拠点（新宿御苑の⼀部、代々⽊公園等）、 
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また図 ３-１０は、区内公園より 250ｍ半径の領域を緑のハッチとして表している。

この図において灰色になっている部分が、区⽴公園誘致圏外領域となり、都⽴公園等

緑拠点以外の地域が公園不⾜地域となる。これらの地域において公園整備を進めなが

ら小さな敷地等へのみどり配置を積極的に推進することで、みどりに囲まれた空間を

つなげていく整備を推進する。 

ポケットパークプロジェクト対象地域：上原⼀丁目、神宮前三丁目、四丁目 

 

鍋島松濤公園の整備    ３３３３----３３３３----５５５５    

鍋島松濤公園は、本区の公園の中でも特に歴史が古く、渋谷駅より徒歩圏内に位置し

ているため、本区の観光資源としても重要な公園である。また渋谷区景観計画における

景観重要公共施設にも位置づけられており、良好な景観形成にとっても大きく寄与する

公園である。2020 年東京オ

リンピック・パラリンピッ

ク開催に向けて、都市部に

位置しながらも、渋谷の原

風景を感じることができる

落ち着いた公園として整備

を⾏う。 

 図 ３-１１ 鍋島松濤公園 
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プレーパークの増設    ３３３３----３３３３----６６６６    

現在、はるのおがわコミュニティパークで⾏っている、冒険遊び場事業を他公園で

も実施できるよう事業範囲を拡大していく。 

 

図 ３-１２ 冒険遊び場 

冒険遊び場事業は「子どもが自由な発想により自分の責任で自由に遊ぶ」ことを基

本理念に、子どもたちが豊かな⼈間性や社会性を育み、個性を伸ばすとともに、地域

の協働を促しながら子どもを持つ親に向けた情報発信の拠点としての役割も担うこ

とで、地域の連帯やコミュニティの活性化に寄与することを目的としている。本区で

は既に、はるのおがわコミュニティパークでの事業実績等を有しており、ここで得た

ノウハウを元にして事業範囲の拡大を⾏う。 
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フィールド植物センター構想の実現    ３３３３----３３３３----７７７７    

●フィールド植物園として公園ガイド窓口の開設 

渋谷区ふれあい植物センターの敷地不⾜を解消し、本区のみどりの啓発機能を充実

させるため、公園を植栽展示の場として活用し、渋谷区ふれあい植物センターを公園

ガイド窓口として整備することを検討していく。 

●公園を利用した出前講座の開催 

渋谷区ふれあい植物センターは渋谷駅から約 500ｍ南に位置しており、その認知度

はまだまだ低い状況である。そこで専門性の⾼いスタッフによる園芸講座やさまざま

なイベント等を公園で開催することで、より多くの区⺠等に情報発信し、渋谷区ふれ

あい植物センターのさらなる知名度向上と、公園における質の⾼いみどり増加を図る。 

●ボランティア活動の充実 

「日本一小さな植物園」として、活動の場を公園にも広げることにより、公園を植

物園のフィールドとして活用していく構想実現に向けて、区⺠ボランティアや区⺠等

とともに、自主管理花壇の推進や区⺠菜園等の充実の検討をする。 
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公園整備の基本的な考え方 ３３３３----４４４４    

本方針における目指すべき具体像は、「魅⼒的で質の⾼いみどりに囲まれた賑わいの

まち」である。その実現のためには、公園等の整備、管理において、区⺠が公園等を

⾝近に感じ、愛着を持ち続ける連携が不可⽋である。そこで、公園等における現状と

課題を踏まえつつ、本区全域における質の⾼いみどりの整備を着実に推進するために、

ここに公園整備についての考え方を示す。 

基本的な考え方    ３３３３----４４４４----１１１１    

本区が「都⼼部と住宅地が共存する観光都市」であるという地域的特性を考慮する

と、区⺠だけでなくより多くの来街者等にも公園を利用してもらうことが必要である。

そのために、楽しく、憩える公園、魅⼒的で安全な公園整備を目指す。さらには、地

域や事業者との協働のもと、公⺠一体となって公園整備に取り組んでいく。 

このことを基本理念として、課題の改善を図り公園整備を推進していくため、次の

３つを今後の公園整備の基本的な考え方とする。 
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図 ３-１３ 公園整備の基本的な考え方 

この基本方針に従って、具体的な施策展開についての考え方を次のように示す。 

具体的な施策展開    ３３３３----４４４４----２２２２    

（１） 公園の魅⼒向上    

① 個性ある公園整備    

（ア）目的を明確化した公園の整備 

・地域の中で核となる公園の設定やそれぞれの公園の役割を明確にし、個性のあ

る魅⼒的な公園となるよう整備する。 

・都市部における区⺠等の憩いの空間であり、緑のネットワークの拠点でもある
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緑道の整備方針を明確にし、有効活用されるよう整備する。 

（イ）観光都市にふさわしい公園の整備 

・観光都市の公園として遠方から多くの来訪者がある「鍋島松濤公園」、「みやし

たこうえん」の整備を重点的に⾏う。 

・清潔な公園便所や公衆便所の管理運営を継続的に⾏うため、公園便所の配置方

針を再構築する。 

（ウ）公園の魅⼒を伝える情報発信 

・ホームページの公園の情報を充実させ、公園の魅⼒について情報発信を⾏う。 

② 魅⼒ある施設の整備    

（ア）季節感のある緑の配置 

・花、⾹り、紅葉、実のなる植栽を配置し、季節の移ろいが感じられる整備を⾏

う。 

・植栽帯のスペースに、中木、花灌木を点在配置する。 

・スペースを有効活用するため、緑化フェンスを配置し緑の充実を図る。 

（イ）魅⼒ある遊具の配置 

・地域での配置バランスを検討し、魅⼒ある遊具を配置する。 

（ウ）健康増進施設の充実 

・全体的に不⾜している健康遊具の整備を推進する。 

・散歩道として利用されている園路、遊歩道の充実を図る。 
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③ 全区⽴公園を植物園へ    

（ア）公園を活用したふれあい植物センターの活動推進 

・ふれあい植物センターの敷地不⾜を解消し、公園のイメージアップ及び、ふれ

あい植物センターへの区⺠等の関⼼を⾼めるために、植栽展示の場としての公

園活用を目指す。 

・ふれあい植物センターで⾏っている、講座のフィールドワークの場としての公

園活用を目指す。 

（イ）公園内の植栽の強化 

・参宮橋公園のバラの管理や、展示、情報発信を強化し、バラ園を整備する。 

・公園内の樹木に樹木プレートを設置し、植栽の展示、案内を整備する。 

（２） 安全で安心して憩える公園の整備    

① 防災・安全機能の充実 

（ア）防災機能の充実のための施設の改修 

・地域防災計画による役割に対応できるよう、公園の改修を⾏う。 

・災害用トイレやかまどベンチなど、公園の防災施設の充実を図る。 

・災害時や、外国⼈などの様々な利用者がインターネットによる通信を可能にす

るために、公園内にフリーＷｉ-Ｆｉスポットの設置を推進する。 
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（イ）都市部における公園特有の安全対策 

・公園における不法占用について、関係機関との連携を強化し対応する。 

・公園内の違法駐輪⾞両の対策について、問題発生箇所を調査し、出⼊口改修に

よる駐輪防⽌対策や、関係機関と連携しての駐輪取締りの強化を図る。 

（ウ）公園管理の強化 

・公園のパトロールを強化するため、公園の巡視機能（公園等連絡員、おさんぽ

パトロール、自販機事業者の巡視等）を増やし、都市の公園問題の早期発⾒、

早期対応を目指す。 

・公園の利用状況により、公園を夜間閉鎖し、不正な公園利用を防⽌する。 

（エ）公園利用のルールづくり 

・公園内での受動喫煙防⽌対策として、禁煙公園を指定し、喫煙可能な公園につ

いては喫煙所を設置し、公園の分煙化を徹底する。 

② ユニバーサルデザインの対応    

（ア）公園のユニバーサルデザインの対応 

・公園の出⼊口、園路をはじめ、施設全般のユニバーサルデザイン化を推進する。 

（イ）便所のユニバーサルデザインの対応 

・公園便所、公衆便所をユニバーサルデザイン対応とするよう検討するとともに、

公園便所の配置について再検討を⾏う。 



 

60 

（３） 地域や事業者と協⼒した公園の整備と運営    

① 事業者の資⾦やノウハウを活かした公園の整備・管理    

管理委託による個性ある公園の運営 

・管理委託による「ポニー公園」の運営を継続する。 

・管理委託による「みやしたこうえん」の運営を継続する。 

・管理委託による「冒険遊び場」の運営を継続する。 

・公園や公衆便所のネーミングライツ契約による整備、管理を推進し、事業者の

資⾦やノウハウを活用した公園や公衆便所の利便性の向上を図る。 

・飲料メーカーによる自動販売機の設置により、公園の利便性の向上と、公園維

持管理協⼒⾦の財政収⼊による公園管理の充実を図る。 

・ＰＰＰ（官⺠パートナーシップ）事業による⺠間活⼒の導⼊を検討し、公園整

備費の節減や、公園の利便性向上の検討を⾏う。 

・ＰＰＰ事業により公園内にカフェを整備し、公園のイメージアップと利用者の

利便性の向上を図る。 

② 地域参加による公園の整備・管理    

地域参加による公園の整備 

・公園を整備するに当たり、公園の地域性を考慮した上で、公園のあるべき姿に関

するアンケートや、ワークショップによる意⾒交換などを通じて、多様な主体が
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参画する公園整備を目指していく。 

地域参加による公園の管理運営 

・植栽ボランティアによる花壇の整備を推進し、植栽帯の美化及び、地域と協働

した公園管理を推進する。 

・公園等連絡員制度の運用の⾒直しを検討し、地域による公園の管理、パトロー

ル強化を目指す。 

・地域による公園利用のルールづくりを進め、地域のニーズに合った公園の運営

を目指す。 

地域別整備に関する考え方    ３３３３----４４４４----３３３３    

地域別の公園整備の考え方では、表 ３-１で示すような分類を全公園について⾏い、

それぞれの名称と役割を明確にしていくことで、具体的整備を確実に実施していく。 

 

表 ３-１ 公園の位置づけ 

 

 

地域内で核となる公園を「基幹公園」に位置づけ、役割を明確にする。「基幹公園」
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には基本的に、運動、遊び、健康増進、安らぎ、集い、防災、すべての機能が備えら

れるように整備を⾏う。 

「その他の公園」は、地域ごとの課題や、まちづくりの考え方、地域性を踏まえ、

さらに地域における公園機能の充⾜状況によって、不⾜機能の充⾜を図るように整備

をする。 

また、「基幹公園」となるような機能を有する公園がない地域は、複数の「その他の

公園」が連携して機能を補い合い、「基幹公園」の役割を果たすよう「その他の公園」

をグループ化させる。その他、地理的に近接した公園はグループ化し、公園の機能を

補い合うように整備を⾏う。 

「遊び場」は主に遊び機能の充⾜を目的に整備する。また、「遊歩道」は都市の貴重

なオープンスペースであり、遊具等を設置し、遊び機能を補っていく。さらに、「遊

歩道」や散策路により、公園間のネットワークを形成し、遊歩道や散策路の有するウ

ォーキングによる健康増進機能を活かすため、ネットワークで繋がった公園に本区内

で不⾜している健康遊具やウォーキングコース等を重点的に整備するとともに、休息

施設の充実を図る。また、鍋島松濤公園やみやしたこうえんは、本区の観光資源でも

あり、広域からの利用が⾒込まれる「広域利用公園」に位置づけ、観光資源を活かす

ような整備を重点的に⾏っていく。これらの考え方を概念図として示したのが、図 

３-１４および図 ３-１５である。 
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図 ３-１４ 公園配置の概念図 
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図 ３-１５ 公園整備構想図 
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４４４４    整備方針の実施と評価 

評価軸 ４４４４----１１１１    

緑化政策がこれまで実施してきた評価は主に、緑被率を中⼼とした数値評価であっ

た。都市部における緑を増やすことと、生活の質の向上が相関関係にあったことがそ

の理由であると考えられる。 

しかし現在、都市部におけるみどりの機能は、公園整備の基本的な考え方にみるよ

うに、防災機能、環境機能、コミュニティ活性化機能といった、多様で複合的な機能

を有すると一般には考えられるようになっている。 

そこで本方針では、これまでの評価軸としての緑被率に加え、環境基本計画におい

て位置づけられている緑視率の評価と、地域で進める緑化政策実現に向けた、住⺠満

⾜度を導⼊したみどり満⾜度評価を導⼊し、その効果ならびに課題などを抽出し、渋

谷区みどりの基本計画改訂版策定に向けた重要な知⾒とする。 

緑被・緑視率評価    ４４４４----１１１１----１１１１    

この指標は、本区における緑被・緑視率の具体的数値である。 

 調査手法    （１）

１-３ で示した用語の定義にあるとおり、緑被率と緑視率は、実態調査を⾏い画像

処理等の加⼯を経て算出する。 
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 調査間隔    （２）

本指標はおおむね 5 年間隔で調査を実施する。 

� 基本目標 

平成 32 年までに緑被率 23％、緑視率 23％を達成する（渋谷区環境基本計画） 

みどり満⾜度評価    ４４４４----１１１１----２２２２    

この指標は、アンケート調査によって得られる、本区が推進している緑化政策全体

についての満⾜度を数値化したものである。 

アンケート調査は住⺠基本台帳から無作為に抽出した区⺠を対象に、郵送等による

配布・回収を通じて実施する。主なアンケート項目案は次の図のように構成される。 

 

 

図 ４-１ みどり満⾜度調査項目案 
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区⺠のみどりあるいは緑化政策に対する満⾜度調査は次の３つの視点で⾏われる。 

� みどりの効果 

区⺠の⾝近にあるみどりの量や、本区におけるみどりにはどのような効果を求める

など、みどりの効果について調査を⾏う。 

� 未来のみどり 

まちづくりや緑化計画制度などの緑化政策に、今後どのようなことが望まれるかな

どを調査する。 

� 公園のあり方 

区⺠等との連携の場となる公園について、さまざまな角度から求められる機能や公

園に求めるみどりについて調査する。 

これら３つの体系を中⼼として、具体的な区⺠のニーズや本方針が進める質の⾼い

みどりの増加を、定性的に把握し、渋谷区みどりの基本計画改訂版の具体的方針等に

反映させていく。 

� 本方針が目指すみどり満⾜度目標 

平成 30 年までに満⾜度 40％を達成する。 

実施体制と展開 ４４４４----２２２２    

本方針は概ね 3 年を目途に、緑被・緑視率進捗割合や経済状況、そしてまちづくり

の進捗状況ならびに都や国の政策等を踏まえながら、PDCA サイクルにもとづいて計

画を推進する。 
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また地域ごとの緑被・緑視率の達成状況やみどり満⾜度の結果を踏まえながら、地

域で必要とされる対策を中⼼に事業検討を実施していく。きめの細かい地域ごとの施

策を展開することで、より現実的で区⺠意識をキャッチアップすることができる。 

本方針が想定しているスケジュールは図 ４-２のとおりである。 

 

 

図 ４-２ 渋⾕区みどりの基本計画改定版策定までのスケジュール 
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