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6.1.4 土地利用 

(1) 都市計画の状況 

計画地及びその周辺の用途地域の指定状況は図 6.1-6に示すとおり、計画地は準工業地域に指定さ

れており、計画地周辺は準工業地域、第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域等に指定されて

いる。 

 

(2) 土地利用の状況 

昭島市及び立川市の地目別土地利用面積は表 6.1-9に示すとおり、昭島市、立川市ともに宅地が面

積の大部分を占めている。 

計画地及びその周辺の土地利用現況は図 6.1-7に示すとおり、計画地の土地利用現況は主に専用工

場である。 

 

表 6.1-9 地目別土地利用面積 

単位：ha 

 宅 地 田 畑 山 林 原 野 湖 沼 雑種地 その他 総 数 

昭島市 764.01 6.17 51.86 20.14 0.02 0.07 71.54 2.06 915.87 

立川市 1,085.25 － 244.29 2.60 － － 51.77 4.98 1,388.90 

注 1)令和２年１月１日現在の値を示す。 

注 2)端数処理により、総数が一致しない場合がある。 

資料：「東京都統計年鑑」（令和３年６月閲覧、東京都総務局ホームページ） 
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(3) 公共施設等の分布状況 

計画地周辺の主な公共施設等は表 6.1-10(1)～(2)に、主な公共施設等の分布状況は図 6.1-8 に示

すとおり、計画地近傍にむさしの保育園（№10）、昭和の杜病院（№21）等がある。 

 

表 6.1-10(1) 計画地周辺の主な公共施設等 

区 分 № 名 称 

教育施設 

幼稚園 1 昭島幼稚園 

小学校 

2 富士見丘小学校 

3 武蔵野小学校 

4 中神小学校 

5 つつじが丘小学校 

中学校 
6 瑞雲中学校 

7 立川第五中学校 

福祉施設 

保育園 

8 昭和郷保育園 

9 昭和郷第二保育園 

10 むさしの保育園 

11 福島保育園分園 

12 保育園アルペジオ昭島中神町園 

13 しらさぎ保育室 

14 家庭的保育室こころ 

子育て関連施設 15 新畑子どもの広場 

福祉関連施設 
16 東部地域包括支援センター竹口病院 

17 朝日町高齢者福祉センター 

医療施設 

18 中神内科呼吸科クリニック 

19 マタニティークリニック小島医院 

20 昭島病院 

21 昭和の杜病院 

22 うしお病院 

23 あきしま相互病院 

24 豊泉胃腸科外科 

公園等 公園 

25 玉川上水緑道 

26 中神公園 

27 新生公園 

28 富士見公園 

29 つつじが丘公園 

30 北文化公園 

31 日ノ出台公園 

32 美ノ宮公園 

33 朝日町いこい公園 

34 仲町公園 

35 むさしの公園 

資料：「昭島市市民便利帳」（平成 31 年１月、昭島市） 

   「施設マップ」（令和３年６月閲覧、昭島市ホームページ） 

   「立川市市民便利帳 2020」（令和２年８月、立川市） 
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表 6.1-10(2) 計画地周辺の主な公共施設等 

区 分 № 名 称 

公園等 児童遊園 

36 武蔵野二丁目東児童遊園 

37 武蔵野三丁目児童遊園 

38 武蔵野三丁目西児童遊園 

39 睦会児童遊園 

40 富士見児童遊園 

41 むさしの児童遊園 

42 宮沢文化児童遊園 

43 上砂三公園 

44 上砂三東児童遊園 

45 一番西公園 

46 天王橋南公園 

47 天王橋南第二公園 

その他 

市民図書館 48 つつじが丘分室（新幹線電車図書館） 

市立会館 
49 武蔵野会館 

50 富士見会館 

資料：「昭島市市民便利帳」（平成 31 年１月、昭島市） 

   「施設マップ」（令和３年６月閲覧、昭島市ホームページ） 

   「立川市市民便利帳 2020」（令和２年８月、立川市） 
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6.1.5 水域利用 

計画地周辺の水域の状況は図 6.1-9 に示すとおり、計画地東側を南北に多摩川水系の一級河川

である残堀川、北側を東西に玉川上水が流れている。 

昭島市及び立川市の上水道の普及状況は表 6.1-11 に示すとおり、令和元年度末時点の普及率

は、昭島市、立川市ともに 100％を達成している。また、昭島市の上水道は地下水のみを水源と

しており、立川市の上水道は都営水道に一元化されている。 

また、昭島市及び立川市の公共下水道の普及状況は表 6.1-12に示すとおり、令和元年度末時点

の普及率は、立川市は 100％を達成しており、昭島市は 99.9％である。また、計画地周辺は分流

式下水道地域となっている。 

 

表 6.1-11 上水道の普及状況 

区 分 

人 口 

（人） 

① 

普及人口 

（人） 

② 

普及率 

（％） 

②/① 

昭島市 113,610 113,609 100.0 

立川市 180,927 180,927 100.0 

注）令和元年度末時点の値を示す。 

資料：「東京都統計年鑑」（令和３年６月閲覧、東京都総務局ホームページ） 

 

表 6.1-12 公共下水道の普及状況 

区 分 

人 口 

（人） 

① 

普及人口 

（人） 

② 

普及率 

（％） 

②/① 

昭島市 113,610 113,530  99.9 

立川市 184,195 184,195 100.0 

注）令和元年度末時点の値を示す。 

資料：「東京都統計年鑑」（令和３年６月閲覧、東京都総務局ホームページ） 
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6.1.6 気 象 

計画地最寄りの気象観測所である八王子観測所（アメダス：八王子市元本郷町）における平

成 28 年～令和２年の気象の状況は表 6.1-13 に、風配図は図 6.1-10 に、令和２年の月間値は

表 6.1-14に示すとおりである。 

平成 28 年～令和２年における平均気温は 14.6～15.7℃、平均風速は 2.7～2.8m/s、最大風速

は 13.7～26.3m/s、最多風向は北、降水量は 1,436.0～1,966.0mm、日照時間は 1,869.9～2,154.1

時間である。 

 

表 6.1-13 気象の状況（八王子観測所：平成 28年～令和２年） 

年 
気温（℃） 風速（m/s） 

最多風向 
降水量 

（mm） 

日照時間 

（h） 平 均 最 高 最 低 平 均 最 大 

平成28 15.3 38.0 -6.2 2.7 18.8 北 1,487.0 1,869.9 

平成29 14.6 36.7 -5.9 2.7 16.8 北 1,514.5 2,131.3 

平成30 15.7 39.3 -8.7 2.8 26.3 北 1,436.0 2,154.1 

令和元 15.3 37.0 -4.8 2.7 17.7 北 1,966.0 1,966.2 

令和２ 15.4 39.3 -5.4 2.7 13.7 北 1,604.5 1,958.5 

資料：「気象統計情報」（令和３年６月閲覧、気象庁ホームページ） 

 

表 6.1-14 気象の状況（八王子観測所：令和２年） 

月 
気温（℃） 風速（m/s） 

最多風向 
降水量 

（mm） 

日照時間 

（h） 平 均 最 高 最 低 平 均 最 大 

１月 5.6 18.6 -2.2 2.1 10.5 北西 107.0 156.2 

２月 6.5 18.7 -5.4 2.6 11.2 北 9.0 204.2 

３月 9.6 26.2 -2.1 2.9 12.1 北 101.0 195.4 

４月 11.9 25.8 2.0 3.3 13.7 北 257.0 221.2 

５月 18.9 29.8 6.9 3.2 11.6 北 67.0 183.9 

６月 22.8 33.6 16.0 3.0 13.6 南 217.5 129.0 

７月 23.5 33.4 16.7 2.6 11.4 南 350.0 41.2 

８月 28.6 39.3 20.7 2.7 8.9 南 37.0 248.6 

９月 23.3 35.8 12.5 2.8 11.5 北 233.5 97.1 

10月 16.3 26.6 3.6 2.3 8.9 北北西 213.0 107.3 

11月 12.3 25.1 2.0 2.2 12.8 西北西 11.5 179.2 

12月 5.9 16.6 -4.7 2.1 12.2 西北西 1.0 195.2 

資料：「気象統計情報」（令和３年６月閲覧、気象庁ホームページ） 
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平成 28年 

 

平成 29年 

 

平成 30年 

 

令和元年 

 

令和２年 

 

 

 

    ：出現率 

    ：平均風速 

 Calm ：静穏出現率（0.4m/s 以下） 

調査地点：八王子観測所 

測定高さ：地上約 49.8ｍ 

図 6.1-10 風配図（八王子観測所：平成 28年～令和２年）  
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6.1.7 関係法令等の指定・規制等 

本事業に関連する主な法令等は、表 6.1-15に示すとおりである。 

 

表 6.1-15 主な関係法令等 

項 目 関係法令等 備 考 

環境全般 

環境基本法 平成５年11月、法律第91号 

東京都環境基本条例 平成６年７月、都条例第92号 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 平成12年12月、都条例第215号 

昭島市環境保全条例 昭和47年４月、市条例第３号 

昭島市宅地開発等指導要綱 昭和49年４月１日実施 

大気汚染 
大気汚染防止法 昭和43年６月、法律第97号 

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 平成17年５月、法律第51号 

悪 臭 悪臭防止法 昭和46年６月、法律第91号 

騒音・振動 
騒音規制法 昭和43年６月、法律第98号 

振動規制法 昭和51年６月、法律第64号 

水質汚濁 

水質汚濁防止法 昭和45年12月、法律第138号 

下水道法 昭和33年４月、法律第79号 

昭島市下水道条例 昭和53年３月、市条例第２号 

土壌汚染 
土壌汚染対策法 平成14年５月、法律第53号 

東京都土壌汚染対策指針 平成22年３月、都告示第407号 

地盤・水循環 

工業用水法 昭和31年６月、法律第146号 

建築物用地下水の採取の規制に関する法律 昭和37年５月、法律第100号 

水循環基本法 平成26年４月、法律第16号 

東京都雨水浸透指針 平成13年７月、都告示第981号 

生物・生態系 
東京における自然の保護と回復に関する条例 平成12年12月、都条例第216号 

昭島市の緑を守り育てる条例 昭和61年４月、市条例第1号 

日 影 
建築基準法 昭和25年５月、法律第201号 

東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例 昭和53年７月、都条例第63号 

景 観 
景観法 平成16年６月、法律第110号 

東京都景観条例 平成18年10月、都条例第136号 

史跡・文化財 

文化財保護法 昭和25年５月、法律第214号 

東京都文化財保護条例 昭和51年３月、都条例第25号 

昭島市文化財保護条例 昭和51年９月、市条例第31号 

廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 昭和45年12月、法律第137号 

資源の有効な利用の促進に関する法律 平成３年４月、法律第48号 

循環型社会形成推進基本法 平成12年６月、法律第110号 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 平成12年５月、法律第104号 

東京都廃棄物条例 平成４年６月、都条例第140号 

昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 平成５年３月、市条例第３号 

温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律 平成10年10月、法律第117号 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律 昭和54年６月、法律第49号 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 平成27年７月、法律第53号 

東京都地球温暖化対策指針 平成21年６月、都告示第989号 

東京都建築物環境配慮指針 平成21年９月、都告示第1336号 

ゼロエミッション東京戦略 令和元年12月、東京都環境局 

その他 

都市計画法 昭和43年６月、法律第100号 

工場立地法 昭和34年３月、法律第24号 

駐車場法 昭和32年５月、法律第106号 

東京都駐車場条例 昭和33年10月、都条例第77号 
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6.1.8 環境保全に関する計画等 

(1) 東京都 

東京都における主な環境保全に関する計画等は、表 6.1-16(1)～(4)に示すとおりである。 

 

表 6.1-16(1) 環境保全に関する計画等（東京都） 

計画等の名称 計画等の概要 

「未来の東京」戦略ビジョン 

（令和元年 12 月、 

東京都政策企画局） 

2040 年代に目指す東京の姿として 20 のビジョンと、2030 年に向

けた 20 の戦略を示すものであり、環境保全に関連するビジョンと戦

略は、以下のとおりである。 

目指す 2040 年代の東京都の姿「ビジョン」 

ビジョン 16 水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤いのある東京 

ビジョン 17 ゼロエミッション東京 

2030 年に向けた「戦略」 

戦略 13 水と緑溢れる東京戦略 

戦略 14 ゼロエミッション東京戦略 

「未来の東京」戦略 

（令和３年３月、 

東京都政策企画局） 

「『未来の東京』戦略ビジョン」で示した戦略について、新型コ

ロナとの闘いの中で生じた社会の変化や、浮き彫りになった新たな

課題を踏まえて策定したものであり、構造改革とサステナブル・リ

カバリーの２つの大きな考え方を軸に据えて、政策を展開してい

る。 

2040 年代の 20 の「ビジョン」は、「『未来の東京』戦略ビジョ

ン」を引き継ぎ、2030 年に向けた「戦略」において感染症に打ち勝

つ戦略を加え、推進プロジェクトを再構築している。 

都市づくりのグランドデザイン 

（平成 29 年９月、 

東京都都市整備局） 

2040 年代の目指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた、都市

づくりの基本的な方針と具体的な方策を示すものであり、都市づく

りの目標として、「活力とゆとりのある高度成熟都市～東京の未来

を創ろう～」を掲げている。 

都内を「中枢広域拠点域」、「多摩広域拠点域」、「新都市生活

創造域」、「自然環境共生域」の４つの新しい地域区分に再編し、

さらに、拠点域に相互に連携しながら相乗的に日本と東京の活力を

牽引するエンジンとなるゾーンとして「中枢広域拠点域」には「国

際ビジネス交流ゾーン」、「多摩広域拠点域」には「多摩イノベー

ション交流ゾーン」を設定している。 

計画地は多摩広域拠点域のうち、多摩イノベーション交流ゾーン

に該当しており、昭島市に係る地域の将来像は、以下のとおりであ

る。 

・ 立川基地跡地周辺では、国等の広域的な行政機能や業務・産

業、商業、文化・交流、居住など、多様な機能の立地が進み、

にぎわいと活気にあふれる市街地が形成されている。 

・ 昭島駅周辺では、商業、業務・産業、教育、福祉、文化、居

住、コミュニティなどの多様な機能を備え、にぎわいと自然が

調和した、生活と交流の中心となる市街地が形成されている。 

・ 国営昭和記念公園や多摩川、玉川上水、農地、緑地などと調和

し、やすらぎを感じることのできる、質の高い緑豊かな住環境

が形成されている。 
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表 6.1-16(2) 環境保全に関する計画等（東京都） 

計画等の名称 計画等の概要 

東京都環境基本計画 

（平成 28年３月、東京都環境局） 

「世界一の環境先進都市・東京」の実現を目指し、国連の「持続

可能な開発目標（SDGs）」や COP21 において採択された「パリ協

定」などの世界動向を踏まえ、先進的な環境・エネルギー施策を積

極的に展開することを示す計画であり、以下の５つを政策の柱と位

置づけている。 

① スマートエネルギー都市の実現 

② ３Ｒ・適正処理の促進と「持続可能な資源利用」の推進 

③ 自然豊かで多様な生き物と共生できる都市環境の継承 

④ 快適な大気環境、良質な土壌と水循環の確保 

⑤ 環境施策の横断的・総合的な取組 

また、地域別配慮の指針として、東京全体を５つのゾーンに区分

し、当該地域において特に配慮すべき点を示している。 

計画地は「核都市広域連携ゾーン」に該当しており、主な配慮事

項の一部は、以下のとおりである。 

・ 採掘場等や運搬車両などからの大気汚染の防止に努める。 

・ 新たな先進産業工場や研究施設の立地に当たっては、有害化学

物質による汚染の未然防止措置を講じる。 

・ 緑化計画の策定に当たっては、「植栽時における在来種選定ガ

イドライン」を活用し、在来植物による緑化を検討する。 

・ 今後、ヒートアイランド現象が深刻化するおそれがある地域で

あることから、既存の緑の保全など、予防策を講じていく。 

・ 玉川上水・神田川軸、国分寺崖線軸、丘陵地などを中心に、自

然環境を生かした景観形成を図る。 

東京都自動車排出窒素酸化物及び

自動車排出粒子状物質総量削減計

画 

（平成 25年８月、東京都環境局） 

自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質の総量削減に係る対策を総

合的に推進するための計画である。 

「平成 32 年度までに対策地域において二酸化窒素に係る大気環境

基準及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を達成すること」を目

標とし、目標の達成のための施策として、自動車単体対策の強化

等、車種規制の実施及び流入車の排出基準適合車への転換の促進、

低公害・低燃費車の普及促進、エコドライブの普及促進、交通量対

策、交通流対策、局地汚染対策の推進、普及啓発活動の推進等を示

している。 

東京が新たに進めるみどりの取組 

（令和元年５月、 

東京都都市整備局） 

「都市づくりのグランドデザイン」で示す都市像の実現に向け、

今ある貴重な緑を守り、あらゆる場所に新たな緑を創出するため、

東京が進めるみどりの取組をまとめたものである。東京が目指すみ

どりの目標として、「東京の緑を、総量としてこれ以上減らさな

い」を掲げており、以下の４つの方針を示している。 

方針Ⅰ 拠点・骨格となるみどりを形成する 

方針Ⅱ 将来にわたり農地を引き継ぐ 

方針Ⅲ みどりの量的な底上げ・質の向上を図る 

方針Ⅳ 特色あるみどりが身近にある 

  



- 47 - 

表 6.1-16(3) 環境保全に関する計画等（東京都） 

計画等の名称 計画等の概要 

東京都景観計画 

（平成 30 年８月改定、 

東京都都市整備局） 

景観法を活用した届出制度や景観重要公共施設の指定などに加

え、都独自の取組みとして、大規模建築物等の事前協議制度など、

良好な景観形成を図るための具体的な施策を示している。 

計画地の位置する多摩の良好な景観の形成に関する方針は、以下

のとおりである。なお、計画地は、景観基本軸や景観形成特別地区

の指定のない一般地域に該当している。 

武蔵野の面影と調和した潤いのある住宅地の形成 

① 武蔵野の原風景の保全と継承 

② 玉川上水や街道沿いなどの緑の保全 

③ 国分寺崖線における緑地・地形の保全 

④ 幹線道路の整備に合わせた水と緑の骨格づくり 

⑤ 地域の魅力を生かした、にぎわいのある市街地の形成 

⑥ 農のある風景の保全 

丘陵地の豊かな緑を背景にした市街地の形成 

① 丘陵地における緑の保全 

② 河川景観の維持と保全 

③ 多摩の拠点における景観形成 

④ 歴史的・文化的な景観資源の保全と活用 

⑤ 多摩の田園風景の継承 

⑥ 幹線道路の整備に合わせた景観の形成 

渓谷など自然美の保全と観光資源としての活用 

① 山岳や渓谷の自然景観の保全と活用 

② 山地の集落景観や林業景観の保全と継承 

③ 歴史的景観資源の保全と活用 

④ 自然と調和した街並みとレクリエーション・ゾーンの形成 

東京都資源循環・廃棄物処理計画 

（平成 28年３月、東京都環境局） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて策定する計画

であり、「東京都環境基本計画」に基づく個別分野の計画として、

都の廃棄物行政の基本的な方向を示している。 

計画期間を 2016年度から 2020年度までの５年間とし、2050年を見

据えた2030年のビジョンを示しており、計画目標として以下の５つを

掲げている。 

計画目標１：資源ロスの削減 

計画目標２：「持続可能な調達」の普及 

計画目標３：循環的利用の推進と最終処分量の削減 

・指標１ 一般廃棄物の再生利用率 

     2020 年度 27％ 2030 年度 37％ 

・指標２ 最終処分量（一般廃棄物・産業廃棄物計） 

     2020 年度 2012年度比 14％削減 

     2030 年度 2012年度比 25％削減 

計画目標４：適正かつ効率的な処理の推進 

計画目標５：災害廃棄物の処理体制 

東京都建設リサイクル推進計画 

（平成 28 年４月、 

東京都都市整備局） 

都内における建設資源循環の仕組みを構築するとともに、都内の

建設資源循環に係る全ての関係者が一丸となって、計画的かつ統一

的な取組を推進することにより、環境に与える負荷の軽減ととも

に、東京の持続ある発展を目指すことを目的として策定している。 

建設資源循環の実効性を確保するため、重点的に取り組むべき事

項や特定の建設資材などについての戦略を示すとともに、アスファ

ルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材、建設泥

土、建設混合廃棄物、建設発生土を対象として再資源化・縮減率、

排出率、有効利用率等の目標値を設定している。 
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表 6.1-16(4) 環境保全に関する計画等（東京都） 

計画等の名称 計画等の概要 

ゼロエミッション東京戦略 

（令和元年 12月、東京都環境局） 

2050 年までに「世界の CO2 排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッ

ション東京」の実現を目指す」という東京都のビジョンを明確にす

るとともに、その実現に向けたアクションを起こしていくための戦

略であり、今後東京都が実施すべき具体的取組とロードマップを示

している。 

東京の特性を踏まえつつ、東京都が特に重点的に取り組むべき分

野を選定し、６分野 14 政策に体系化したうえで、各政策におい

て、2050 年に目指すべき姿を示しており、本事業に関連する政策

と 2050 年に目指すべき姿は、以下のとおりである。 

戦略Ⅱ：都市インフラセクター（建築物編） 

 政策３ ゼロエミッションビルの拡大 

     ⇒都内すべての建物がゼロエミッションビルに 

戦略Ⅳ：資源・産業セクター 

 政策５ ３Ｒの推進 

     ⇒持続可能な資源利用が定着 

 政策６ プラスチック対策 

     ⇒CO2実質ゼロのプラスチック利用 

ゼロエミッション東京戦略 2020 

Update & Report 

（令和３年３月、東京都環境局） 

「ゼロエミッション東京戦略」の目標である 2050 年 CO2 排出実質

ゼロに向けて行動の加速を後押しするため、2030 年までの目標を強

化し、都内温室効果ガス排出量を 2030 年までに 50％削減（2000 年

比）すること、再生可能エネルギーによる電力利用割合を 50％程度

まで高めること等が掲げられている。また、「2030・カーボンハー

フスタイル」を提起するとともに、政策のアップデートを示してい

る。 

東京都気候変動適応計画 

（令和３年３月、東京都環境局） 

「気候変動適応法」第 12 条に基づいて策定する計画であり、適応

に関する基本的な考え方を示している。また、自然災害、健康、農

林水産業、水資源・水循環、自然環境の５つの分野ごとに、気候変

動影響に対する今後の主な取組を取りまとめている。 
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(2) 昭島市 

昭島市における主な環境保全に関する計画等は、表 6.1-17(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 6.1-17(1) 環境保全に関する計画等（昭島市） 

計画等の名称 計画等の概要 

第五次昭島市総合基本計画 

（基本構想・基本計画） 

（平成 23 年５月、昭島市） 

本計画は、「基本構想」と「基本計画」、そして別に策定する

「実施計画」の三層で構成され、平成 32 年度を目標年次としてい

る。 

まちづくりの視点として、「安全で安心なまちづくり」「ユニ

バーサル社会を目指したまちづくり」「市民主体による協働のまち

づくり」「地域環境に配慮したまちづくり」「「あきしまらしさ」

を育むまちづくり」を掲げ、将来都市像（まちづくりの目標）を

「ともにつくる 未来につなぐ 元気都市 あきしま ～人も元気 ま

ちも元気 緑も元気～」と定めている。また、将来都市像の実現のた

め、以下の６本の柱を施策の大綱として示している。 

１ 心ゆきかうあきしま（明るい地域社会の形成） 

２ ともに支えあうあきしま(健康と福祉の充実) 

３ 未来を育むあきしま（教育・文化・スポーツの充実） 

４ 環境をつなぐあきしま（循環型社会の形成） 

５ 基盤を築くあきしま（快適な都市空間の整備） 

６ 躍動するあきしま（産業の活性化） 

昭島市環境基本計画 

（平成 24 年３月改定、昭島市） 

本計画は、「昭島市総合基本計画」を環境面から実現する環境行

政の最上位計画であり、計画の期間は平成 14 年度～平成 33 年度と

し、平成 23 年度に見直しを行っている。 

望ましい環境像を「美しい水と緑を将来の世代に」と定め、その

実現に向け、以下のとおり５つの基本目標とその個別目標を示して

いる。 

１ 水と自然を大切にするまち 

 １－１ 河川と周辺の自然を保全する 

 １－２ 崖線、湧水、水辺を大切にする 

 １－３ 水の循環を維持する 

 １－４ 生き物と緑を育む 

２ 緑とふれあう文化のまち 

 ２－１ 歴史ある水と緑を継承していく 

 ２－２ まちの緑を保全する 

 ２－３ 多機能空間として農地を維持する 

３ 健康な暮らしを守るまち 

 ３－１ 生活環境を守る 

 ３－２ 航空機騒音対策を推進する 

 ３－３ 快適な街なみをつくる 

４ 地球にかける負担の少ないまち 

 ４－１ 省エネ・創エネを推進する 

 ４－２ 低炭素社会を推進する 

 ４－３ ごみを減らしリサイクルを推進する 

５ 環境を学びみんなで取り組むまち 

 ５－１ 環境学習を推進する 

 ５－２ 環境情報を有効活用する 

 ５－３ パートナーシップを推進する 
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表 6.1-17(2) 環境保全に関する計画等（昭島市） 

計画等の名称 計画等の概要 

昭島市水と緑の基本計画 

（平成 23 年３月、昭島市） 

本計画は、緑地の適正な保全や緑化の推進に関する施策を総合

的、計画的に実施するために策定する計画であり、緑と密接な関係

がある河川や湧水等の「水」に関するマスタープランも一体的に盛

り込まれている。計画の期間は平成 23 年度～平成 33 年度としてい

る。 

「水と緑と人々のふれあいを大切にするまち」を基本理念とし、

以下のとおり５つの基本方針を設定している。 

○水辺の環境を大切にする 

○ふるさとの水と緑を継承する 

○まちの水と緑を守り育てる 

○農の水と緑を維持する 

○水と緑のまちづくりにみんなで取り組む 
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