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第２ 重点化を図るべき公園・緑地の選定                    
 
１ 選定の基準 

重点化を図るべき公園・緑地は、検討対象の公園・緑地のうち、（１）機能と役割 （２）ネ

ットワークの形成 の二つの項目について、それぞれ以下に示す視点に基づき選定しています。 

 

（１）機能と役割から見た重点化の視点 
都市計画公園・緑地整備の目標に対応する「防災」、「環境保全」、「レクリエーション」、「景

観・魅力」の四つの機能・役割に基づき、それぞれの重点化の視点を踏まえて評価しました。 

 

① 「防災」 
都や区市町は、震災時の避難場所等として学校や公園等のオープンスペースを指定してお

り、特に区部においては、東京都震災対策条例に基づく避難場所の区域の 3 割近くを公園・

緑地が担っています。 

また、環状七号線周辺等の大規模な都立公園には、東京都震災対策条例に基づく大規模救

出救助活動拠点が指定されているなど、震災から市街地の安全を確保する上で、公園・緑地

は欠くことのできない施設です。 

さらに、公園・緑地の整備に伴う緑の保全・創出とともに、浸透トレンチ*等の雨水貯留浸

透施設の設置、洪水調節池*等の整備との連携、水害時の避難地の確保等により、都市型水害

等の軽減にも寄与することができます。 

首都東京の防災性の向上のためには、こうした公園・緑地の整備、拡充を重点的に進める

ことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表３－３ 大規模救出救助活動拠点が指定されている都立公園＞ 

■防災公園ネットワーク 

武蔵野の森公園 

和田堀公園 

駒沢公園 

（駒沢オリンピック公園）

小金井公園 

 

神代公園 

（神代植物公園） 
  

葛西臨海公園 

水元公園 

舎人公園 

篠崎公園 

木場公園 

上板橋公園 

（城北中央公園） 

環状７号線 

 

（参考：東京臨海広域防災公園）

事業中 

概成 
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機能・役割 重点化の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 

［震災対策（避難場

所や避難路の確保、

延焼の防止、防災拠

点の整備等）、都市型

水害等の軽減］ 

 

 

＜震災対策＞ 

○ 避難場所の確保 

・ 「地震に関する地域危険度測定調査*（第６回）」において震災時の

危険性が高いとされる地域（「建物倒壊危険度*」、「火災危険度*」、

「総合危険度*」のいずれかが４以上の地域） 

・ 東京都震災対策条例*における避難場所の避難有効面積*が２㎡／人

を下回る地域 

・ 東京都震災対策条例における避難場所や区市町の定める避難場所等

として指定されている、または指定される見込みの公園・緑地 

○避難路の確保、延焼の防止 

・ 市街地における河川沿いや広幅員道路沿いの公園・緑地 

○防災拠点の整備 

・ 東京都震災対策条例に基づく大規模救出救助活動拠点が指定されて

いる公園・緑地、東京都地域防災計画*において医療機関近接ヘリ緊急

離着陸場、災害時臨時離着陸場の各候補地に指定されている公園・緑

地、防災船着場*の隣接地にある公園・緑地 

・ 避難所や災害拠点病院*等と一体となっている、又は備蓄倉庫、応急

給水槽*等を備えるなど、地域防災の拠点となる公園・緑地 

○その他震災対策への寄与 

・ がれきの仮置場や応急仮設住宅建設地の確保に資する、一定のまとま

りがあるオープンスペースを有する公園・緑地 

・ 徒歩帰宅者の休憩や帰宅困難者の一時受入れに資する、幹線道路沿い

に設置されている、あるいは体育館等を有する公園・緑地 

・ 発災時、速やかに道路上の障害物を除去することが必要な道路（緊急

輸送道路*等）近傍の公園・緑地 

 

＜都市型水害等の軽減＞ 

○緑やオープンスペースを保全・創出するとともに、浸透トレンチ等の雨

水浸透施設の整備が求められる、東京都豪雨対策基本方針に基づく対策

促進流域 

○遊水機能*を有するオープンスペースや水害時の避難地の確保が求めら

れる、洪水の際に浸水のおそれのある地域 

○洪水調節池等の整備と連携するなど、より有効に都市型水害の軽減等に

寄与することが可能な河川沿いの公園・緑地 

 

 

＜図表３－４ 機能と役割から見た重点化の視点 ①防災＞ 
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＜図表３－５ 機能・役割と公園・緑地の例 ①防災＞ 

◇大規模救出救助活動拠点が指定された公

園における防災訓練（舎人公園：足立区） 
◇市街地における公園は避難場所として不

可欠な存在（北江古田公園：中野区） 

◇芝生広場の地下には雨水の浸透施設が

設置されている（光が丘公園：練馬区）

＜都市型水害等の軽減＞ 

◇豪雨時のオーバーフロー水を地下に浸透

させる構造を持った池（武蔵野の森公園：

調布市） 

◇洪水調節池の整備と公園が連携している例（壁面に開いているのは取水口）（左 比丘尼橋

下流調節池と大泉町公園（大泉橋戸公園）：練馬区  右 落合調節池と落合公園：新宿

区） 

＜震災対策＞ 
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② 「環境保全」、「レクリエーション」、「景観・魅力」 
ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の保全など良好な都市環境の確保、都民のレク

リエーションの場の整備、東京や地域の魅力の向上等を図る上で重要な公園・緑地について、

整備の重点化を図る必要があります。 

 

 

 

機能・役割 重点化の視点 

環境保全 

［ヒートアイラン

ド現象の緩和、生物

の生息・生育環境の

確保、水源の涵養*］ 

＜ヒートアイランド現象の緩和＞ 

○ 区部及びその周辺の市街地における、樹林地や水面の拡大 

○ 東京湾からの風を運び込む等、「風の道*」の形成に資する河川や運河沿

いの緑やオープンスペースの保全・創出 

 

＜生物多様性の保全＞ 

○ 丘陵地、河川沿いや崖線の緑、平地林等の樹林地、湧水*などの自然資

源の保全 

○ 上記の他、貴重な動植物及びその生息・生育環境の保全 

 

＜水源の涵養＞ 

○ 崖線や台地部における湧水の保全 

 

レクリエーション 

［身近な自然との

ふれあいや、運動、

文化活動、散策等多

様な活動の場］ 

○ 公園不足地域の解消 

・ 250メートルの範囲内に2,500平方メートル以上の公園・緑地がな

い地域への住区基幹公園*の整備 

・ 2キロメートルの範囲内に10ヘクタール以上の公園・緑地がない地

域への都市基幹公園*の整備 

○ 地域で必要とされている施設や公園の整備 

・ 運動公園、植物公園、農業体験公園、水辺のある公園等 

 

景観・魅力 

［東京や地域らし

さの醸成、美しい景

観づくり、にぎわい

の創出］ 

○庭園や社寺境内地等の歴史・文化資源の保全、活用 

○湧水、崖線の樹林地、屋敷林、農地等の自然資源の保全、活用 

○景観基本軸*内の景観の向上 

 

 

 

 

＜図表３－６ 機能と役割から見た重点化の視点 ②環境保全、レクリエーション、景観・魅力＞ 
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＜図表３－７ 機能・役割と公園・緑地の例 ②環境保全、レクリエーション、景観・魅力＞ 

◇スポーツを楽しむ場（赤羽ふれあい公園：

北区） 

◇東京では数少ない、海とふれあえる公園 

（大森ふるさとの浜辺公園：大田区） 

◇都内各地から多くの人が訪れる

公園（葛西臨海公園：江戸川区） 

◇ ヒートアイランド現象の緩和効果の高い大規
模な樹林（代々木公園と神宮内苑：渋谷区）

◇ 多くの生き物が生息する、丘陵地の谷戸田
（野山北・六道山公園：武蔵村山市、瑞穂町）

◇ 湧水と崖線の緑を一体として保全している
公園（ママ下湧水公園：国立市） 

◇ 風の道の形成に寄与する河川沿いの緑
（江戸川公園と神田川：文京区） 
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・ 

魅 

力 

 

 

◇湧水や池を生かした地域のシンボルと

なっている公園（洗足小池公園：大田区）

◇和洋の文化の対比が特徴的な庭園 
（旧岩崎邸公園：文京区、台東区） 

◇地域の景観を特色付ける、市街地に残るまと

まりのある樹林地（西恋ヶ窪緑地：国分寺市） 
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（２）ネットワークの形成から見た重点化の視点 
山地から丘陵地、崖線、河川、水辺など東京全体からみて骨格となる水と緑や、身近な地域

における水と緑のネットワークを形成する上で重要な緑の保全、創出について、以下の重点化

の視点を踏まえて評価しました（図表３－８）。 

 

 

○ 「緑確保の総合的な方針」において、東京の緑の骨格として示されている山地、丘陵地、崖線、

河川及び上水沿いの緑の保全 

○ 臨海部において海辺や運河と一体となって水と緑のネットワークを形成する緑の創出 

○ 幹線道路沿い及び環境軸推進地区*における緑やオープンスペースの創出 

○ 区市町の緑の基本計画*等において水と緑のネットワークの形成上重要な位置付けのある、既存

の緑の保全や新たな緑の創出 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表３－８ ネットワークの形成から見た重点化の視点＞ 

◇河川沿いの緑と公園の緑が一体化した、水と

緑のネットワーク（野川と野川公園：三鷹市、

調布市、小金井市） 

◇東京の緑の骨格となる丘陵地（小山内裏公

園：八王子市、町田市） 

＜図表３－９ ネットワークの形成に効果的な公園・緑地の例＞ 
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２ 重点化を図るべき公園・緑地 
 

機能と役割及びネットワークの形成の観点から評価、選定した、今後重点化を図るべき公園・

緑地の全体とその特徴は以下のとおりです。 

また、次ページより東京都、区、市・町事業別の一覧を掲載します。 

 

 

 

事業主体 選定箇所数 

東京都 ５７か所        

特別区 ８９か所        

市・町 ６３か所        

全 体 ２０９か所        

 

 

重点化の視点 代表的な公園・緑地 

防災 

 

都事業： 

和田堀公園、高井戸公園、上板橋公園（城北

中央公園）、練馬城址公園、篠崎公園、神代公

園（神代植物公園） 

区市町事業：

南中野公園（中野区）、宮前公園（荒川区）、

中村中央公園（練馬区）、新宿六丁目公園（葛

飾区）、新川防災公園（三鷹市） 

環境保全、レクリエーション、

景観・魅力 

都事業： 中藤公園、観音寺森緑地、大戸緑地 

区市町事業：
成城みつ池緑地（世田谷区）、川越道緑地（立

川市）、三輪緑地（町田市） 

 

＜図表３－１０ 「重点化を図るべき公園・緑地」総括表＞ 

＜図表３－１１ 重点化の視点と代表的な公園・緑地＞ 



所在区市町 公園・緑地名称 種　別 所在区市町 公園・緑地名称 種　別

港区 芝公園 総合公園 八王子市 滝山公園 総合公園

港区 青山公園 総合公園 八王子市 小宮公園 総合公園

港区・新宿区・ 明治公園 総合公園 八王子市 平山城址公園 総合公園

渋谷区 八王子市 陵南公園 運動公園

新宿区 戸山公園 総合公園 八王子市 多摩丘陵北部緑地 緑　地

文京区 後楽園公園 総合公園 （長沼公園）

（小石川後楽園） 武蔵村山市・瑞穂町 野山北・六道山公園 広域公園

文京区・台東区 旧岩崎邸公園 特殊公園 武蔵村山市 中藤公園 広域公園

（旧岩崎邸庭園） 武蔵村山市 観音寺森緑地 緑　地

台東区 上野公園 特殊公園 東大和市 東大和緑地 緑　地

江東区 亀戸中央公園 総合公園 （東大和公園）

江東区 猿江公園 運動公園 東大和市 東大和芋窪緑地 緑　地

江東区 清澄公園 特殊公園 武蔵野市・三鷹市 井の頭公園 特殊公園

（清澄庭園） （井の頭恩賜公園）

品川区・目黒区 目黒公園 総合公園 武蔵野市・小金井市 小金井公園 広域公園

（林試の森公園） ・小平市・西東京市

世田谷区 祖師ヶ谷公園 総合公園 三鷹市・調布市・ 野川公園 広域公園

（祖師谷公園） 小金井市

世田谷区 芦花公園 風致公園 府中市 府中の森公園 総合公園

（蘆花恒春園） 府中市・小金井市 武蔵野公園 風致公園

世田谷区 砧公園 広域公園 府中市 浅間山公園 風致公園

杉並区 和田堀公園 総合公園 調布市 神代公園 特殊公園

杉並区 高井戸公園 運動公園 （神代植物公園）

杉並区 善福寺公園 風致公園 町田市 小山田緑地 緑　地

杉並区 善福寺川緑地 緑　地 町田市 大戸緑地 緑　地

杉並区・三鷹市 玉川上水緑地 緑　地 日野市 七生公園 特殊公園

（玉川上水緑道） （多摩動物公園）

北区・板橋区 浮間公園 総合公園 東久留米市 六仙公園 総合公園

荒川区 尾久の原公園 運動公園 東村山市 八国山緑地 緑　地

板橋区・練馬区 上板橋公園 運動公園 西東京市 東伏見公園 総合公園

（城北中央公園） 稲城市 小田良谷戸公園 総合公園

板橋区 赤塚公園 風致公園 稲城市 清水谷戸緑地 緑　地

練馬区 練馬城址公園 総合公園 多摩市・稲城市 桜ヶ丘公園 広域公園

練馬区 石神井公園 風致公園 あきる野市 秋留台公園 運動公園

足立区 舎人公園 総合公園 　◇（　　）内は、主たる開園名称

足立区 中川公園 運動公園

葛飾区 水元公園 広域公園

江戸川区 篠崎公園 広域公園

江戸川区 宇喜田公園 運動公園

◆東京都事業「重点化を図るべき公園・緑地」一覧・・・57か所
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所在区市町 公園・緑地名称 種　別 所在区市町 公園・緑地名称 種　別

港区 芝浦公園 街区公園 杉並区 高円寺北第二公園 街区公園

港区 三田台公園 近隣公園 杉並区 和田一丁目公園 街区公園

（亀塚公園、三田台公園） 杉並区 妙正寺公園 近隣公園

港区 有栖川宮記念公園 風致公園 杉並区 神田川第二緑地 緑地

新宿区 おとめ山自然園公園 風致公園 杉並区 神田川緑地 緑地

（おとめ山公園） 豊島区 池袋公園 街区公園

文京区 水道端公園 近隣公園 （池袋本町公園）

文京区 豊島ヶ岡公園 総合公園 北区 袋町公園 近隣公園

文京区 江戸川公園 風致公園 北区 下十条公園 近隣公園

台東区 隅田川公園 風致公園 北区 新堀船公園 近隣公園

墨田区 隅田川公園 風致公園 北区 飛鳥山公園 風致公園

江東区 大島公園 街区公園 北区 名主の滝公園 特殊公園

江東区 蛤橋公園 街区公園 北区 荒川緑地 緑地

江東区 新大島公園 街区公園 北区 神谷堀緑地 緑地

江東区 深川公園 近隣公園 荒川区 宮前公園 近隣公園

江東区 洲崎弁天公園 近隣公園 板橋区 小豆沢公園 運動公園

江東区 平久町公園 近隣公園 板橋区 荒川緑地 緑地

江東区 北亀戸公園 近隣公園 練馬区 大泉町公園 街区公園

江東区 南砂町公園 近隣公園 （大泉橋戸公園）

江東区 豊住公園 近隣公園 練馬区 三原台第二公園 街区公園

江東区 大島九丁目公園 近隣公園 （三原台ののはな公園）

江東区 城東公園 運動公園 練馬区 上井草公園 近隣公園

品川区 大崎西口公園 街区公園 練馬区 高稲荷公園 近隣公園

品川区 戸越公園 近隣公園 練馬区 北大泉公園 近隣公園

品川区 小山台公園 近隣公園 （大泉町もみじやま公園）

目黒区 大塚山公園 街区公園 練馬区 大泉井頭公園 近隣公園

目黒区 中根公園 街区公園 練馬区 武蔵関公園 近隣公園

目黒区 大岡山公園 近隣公園 練馬区 大泉学園町北公園 近隣公園

目黒区 東山三丁目公園 近隣公園 （大泉学園町希望が丘公園）

大田区 東蒲田公園 街区公園 練馬区 中村中央公園 近隣公園

大田区 多摩川台公園 地区公園 練馬区 稲荷山公園 総合公園

大田区 洗足公園 総合公園 練馬区 貫井憩いの森緑地 緑地

（洗足池公園） 練馬区 羽沢緑地 緑地

大田区 丸子多摩川公園 運動公園 練馬区 中里郷土の森緑地 緑地

（田園調布せせらぎ公園） 足立区 西新井公園 運動公園

大田区 中央五丁目緑地 緑地 葛飾区 青戸六丁目公園 街区公園

大田区 南馬込二丁目緑地 緑地 葛飾区 青戸七丁目公園 街区公園

世田谷区 上用賀公園 近隣公園 葛飾区 新宿六丁目公園 総合公園

世田谷区 二子玉川公園 地区公園 江戸川区 瑞江公園 街区公園

世田谷区 等々力渓谷公園 風致公園 江戸川区 葛西３号公園 街区公園

世田谷区 瀬田農業公園 特殊公園 江戸川区 篠崎二丁目公園 街区公園

世田谷区 次大夫堀緑地 緑地 江戸川区 篠崎一丁目公園 街区公園

（次大夫堀公園） 江戸川区 篠崎二丁目第三公園 街区公園

世田谷区 成城みつ池緑地 緑地 江戸川区 葛西１１号公園 街区公園

世田谷区 赤堤二丁目緑地 緑地 江戸川区 大杉三丁目公園 街区公園

世田谷区 狐塚古墳緑地 緑地 江戸川区 南小岩五丁目公園 街区公園

（尾山台クラブ広場） 江戸川区 大杉四丁目公園 街区公園

中野区 南中野公園 近隣公園 江戸川区 左近川公園 総合公園

中野区 本町五丁目公園 近隣公園 （新左近川親水公園）

中野区 中野公園 地区公園 江戸川区 江戸川緑地 緑地

（平和の森公園） 江戸川区 一之江境川緑地 緑地

（一之江境川親水公園）

　◇（　　）内は、主たる開園名称

◆特別区事業「重点化を図るべき公園・緑地」一覧・・・89か所
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所在区市町 公園・緑地名称 種　別 所在区市町 公園・緑地名称 種　別

八王子市 石川東公園 近隣公園 日野市 林間公園 近隣公園

八王子市 七国公園 近隣公園 日野市 豊田第１公園 近隣公園

八王子市 富士森公園 運動公園 日野市 万願寺上公園 近隣公園

八王子市 片倉城跡公園 風致公園 日野市 西平山公園 近隣公園

八王子市 ひよどり緑地 緑地 日野市 仲田公園 地区公園

立川市 砂川公園 近隣公園 日野市 七ッ塚公園 総合公園

立川市 富士見公園 総合公園 日野市 北川原公園 総合公園

立川市 立川公園 総合公園 日野市 日野緑地 緑地

立川市 川越道緑地 緑地 小平市 小川町区画整理記念公園 街区公園

東大和市 東大和狭山緑地 緑地 国分寺市 国分寺緑地 緑地

武蔵村山市 野山北・六道山公園 広域公園 国分寺市 西恋ヶ窪緑地 緑地

（総合運動公園） 国分寺市 姿見の池緑地 緑地

武蔵野市 はなもみじ公園 街区公園 東村山市 北山公園 総合公園

武蔵野市 境公園 総合公園 東村山市 せせらぎの郷多摩湖緑地 緑地

武蔵野市 吉祥寺北緑地 緑地 国立市 西公園 近隣公園

三鷹市 北野公園 街区公園 国立市 城山公園 近隣公園

三鷹市 野崎三丁目公園 街区公園 国立市 矢川上公園 運動公園

三鷹市 井の頭二丁目公園 街区公園 羽村市 介山記念館公園 街区公園

三鷹市 新川丸池公園 近隣公園 羽村市 多摩川緑地 緑地

三鷹市 大沢の里公園 近隣公園 羽村市 稲荷緑地 緑地

三鷹市 新川防災公園 総合公園 羽村市 加美緑地 緑地

府中市 二ケ村緑地 緑地 瑞穂町 稲荷ケ丘公園 街区公園

（二ケ村緑道） 瑞穂町 一本榎公園 街区公園

青梅市 吹上しょうぶ公園 特殊公園 多摩市 とりで公園 街区公園

青梅市 釜の淵緑地 緑地 稲城市 吉方公園 街区公園

狛江市 寺前第一公園 街区公園 稲城市 矢野口公園 街区公園

狛江市 第三耕地公園 街区公園 稲城市 円覚寺公園 街区公園

町田市 薬師池西公園 風致公園 稲城市 矢野口第１公園 街区公園

町田市 三輪緑地 緑地 稲城市 矢野口第２公園 街区公園

町田市 能ヶ谷緑地 緑地 稲城市 矢野口第３公園 街区公園

小金井市 小長久保公園 街区公園 稲城市 矢野口第４公園 街区公園

小金井市 貫井けやき公園 街区公園 稲城市 奥畑谷戸公園 地区公園

稲城市 坂浜上谷戸緑地 緑地

　◇（　　）内は、主たる開園名称

◆市町事業「重点化を図るべき公園・緑地」一覧・・・６3か所
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