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6.2.9 生物･生態系 

(1) 陸上植物 

事業区間周辺の植生状況は、図 6.2-18 に示すとおりです。 

「第６回、第７回自然環境保全基礎調査」（第６回平成 11 年度～平成 16 年度、

第７回平成 17 年度～平成 21 年度 環境省）において作成された「１/25,000 植

生図『所沢』『青梅』『立川』『拝島』」の分類によると、事業区間及びその周辺は

大部分が市街地であり、そのほか畑雑草群落、果樹園や茶畑、造成地等が点在し

ています。 

 

(2) 陸上動物 

東大和市においては、「東大和市史資料編 5 狭山丘陵と生きものたち」（平成

８年３月 東大和市）において狭山丘陵の自然環境の調査が行われており、スズ

メ、シジュウカラ等 21 種の鳥類、ツマグロオオヨコバイ、ナミアゲハ等 30 種の

昆虫類が記載されています。 

武蔵村山市においては、「武蔵村山市史 資料編 自然 =植物・キノコ・動物= 里

山の輝き」（平成 11 年３月 武蔵村山市）によると、主に狭山丘陵の南斜面及び

市街地に点在する緑地を対象に行われ、哺乳類はホンドリス、アブラコウモリ等

の５科５種、鳥類はシジュウカラ、キジバト、ヒヨドリ等の 28 科 88 種、爬虫・

両生類はトウキョウサンショウウオ、ニホンカナヘビ等の９科 15 種、昆虫類は

オオムラサキ、アカシジミ、タマムシ等の 16 目 178 科 705 種が確認されていま

す。 

瑞穂町においては、「瑞穂の動植物」（平成 18 年 12 月 瑞穂町教育委員会）に

よると、主に狭山丘陵を対象に行われ、哺乳類はホンドタヌキやホンドギツネ等

の７目 11 科 17 種、鳥類はカルガモやヒヨドリ等の 17 目 41 科 140 種、爬虫・両

生類はヤモリやアカハライモリ等の４目 14 科 25 種、昆虫類はオナガサナエ、ハ

ラビロカマキリ等の 16 目 178 科 705 種が確認されています。 

事業区間及びその周辺地域は、市街化された地域となっており、これらの緑地

等を通過しません。 
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(3) 水生生物 

事業区間において、多摩川水系の一級河川である残堀川と交差しています。 

「令和元年度 環境保全のあらまし（平成 30 年度実績）」によると、多摩川水

系の一級河川である残堀川全域で 16 種類の魚類が確認されています。このうち

注目される種として、中流部（武蔵村山市）において、「東京都本土部レッドリ

スト 2020 年版（北多摩）」にて情報不足で指定されているオイカワやドジョウが

確認されています。事業区間はこれらの注目される種が確認された残堀川中流域

（武蔵村山市）を高架構造で通過し、河川区域は改変しません。 

また、「多摩川水系 残堀川河川整備計画」（平成 19 年６月 東京都）によると、

残堀川上流域（瑞穂町内）において、コイやモツゴなど８種が確認されています。

このうち注目される種として、上流部（瑞穂町内）において、「東京都本土部レッ

ドリスト 2020 年版（西多摩）」にて情報不足に指定されているドジョウやギンブ

ナや、絶滅危惧ⅠA 類に指定されているメダカ（ミナミメダカ）が確認されてい

ます。ドジョウは「環境省レッドリスト 2020」で準絶滅危惧種に、ミナミメダ

カは絶滅危惧Ⅱ類に、それぞれ指定されています。事業区間はこれらの注目され

る種が確認された残堀川上流域（瑞穂町内）は通過しません。 
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図 6.2-18 現存植生図 

注）東京都及び埼玉県の現存植生図を 

  示しています。 

資料：「第 6 回・第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査」 

（令和４年８月閲覧 環境省生物多様性センター） 
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6.2.10 日影 

事業区間周辺の土地利用現況図は図 6.1-5（P.43 参照）、階層別建物の状況は、図

6.1-6(1)～(3)（P.44～P.46 参照）、日影規制の指定状況図は図 6.2-19(1)～(3)に示

すとおりです。 

３階以下の低層住宅が多く、また、一部に４階以上の建物が立地していますが、

日影に影響を及ぼすような高層建築物は存在していません。 
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図 6.2-19（1） 日影規制の指定状況図 
(1) 

(2) 

(3) 
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図 6.2-19（2） 日影規制の指定状況図 (1) 

(2) 

(3) 
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図 6.2-19（3） 日影規制の指定状況図 
(1) 

(2) 

(3) 
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6.2.11 電波障害 

事業区間周辺のテレビ電波（放送局）は、東京スカイツリーから地上デジタル放

送（UHF８波）が送信されています。 

なお、事業区間周辺のケーブルテレビについては、東大和市及び武蔵村山市は、

ジェイコム多摩、瑞穂町は瑞穂ケーブルテレビのサービスエリアとなっています。  

 

6.2.12 風環境 

事業区間周辺における階層別建物の状況は、図 6.1-6(1)～(3)（P.44～P.46 参照）

に示すとおりです。 

事業区間周辺は、３階以下の低層住宅が多く、また、一部に４階以上の建物が立

地していますが、広範囲にわたり風環境に影響を及ぼすような高層建築物は存在し

ていません。 

 

6.2.13 景観 

事業区間周辺の景観資源の状況は、都市公園・緑地を表 6.1-10(6)及び(7)、図

6.1-8（P.55～P.57 参照）に、東京都景観計画や各市町の景観計画等に基づく景観

資源は、表 6.2-23 及び図 6.2-20 に示すとおりです。 

事業区間の北側の狭山丘陵は、「東京都景観計画」による丘陵地景観基本軸に位置

付けられていますが、事業区間はこの区域を通過しません。 

「東京都環境軸ガイドライン」においては、「Ⅲ 街と自然をつなぐみどりのネッ

トワーク」に新青梅街道、野山北公園自転車道が該当し、事業区間は新青梅街道と

重複し、野山北公園自転車道と交差します。 

また、武蔵村山市では、「狭山丘陵景観重点地区ガイドライン」による狭山丘陵景

観重点地区が設定されていますが、事業区間は通過しません。 

事業区間周辺には図 6.2-20 に示す「瑞穂町景観基本計画」による自然的景観、歴

史的景観、都市景観、みずほ 10 景があります。このうち、歴史的景観の「加藤神社

（加藤塚）」及び都市景観の「箱根ケ崎駅舎」は事業区間の近傍にあります。 
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表 6.2-23 事業区間周辺における主な景観資源の状況 

番号 名称 計画等 位置付け 

１ 狭山丘陵 東京都景観計画 丘陵地景観基本軸 

２ 新青梅街道 
東京都環境軸ガイドラ
イン 

Ⅲ 街と自然をつなぐ
みどりのネットワー
ク 

３ 野山北公園自転車道 
東京都環境軸ガイドラ
イン 

Ⅲ 街と自然をつなぐ
みどりのネットワー
ク 

４ 狭山丘陵景観重点地区 
狭山丘陵景観重点地区
ガイドライン 

― 

５ 狭山池公園 瑞穂町景観基本計画 自然的景観 

６ 六道山公園 瑞穂町景観基本計画 自然的景観 

７ 残堀川 瑞穂町景観基本計画 自然的景観 

８ 火の見やぐら 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

９ 庚申塔（庚申塚） 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

10 阿豆佐味天神社 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

11 須賀神社 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

12 福正寺・観音堂（たらようの木） 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

13 神明神社（欅） 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

14 たち山の地蔵尊 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

15 吉野岳地蔵 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

16 御嶽神社（大欅） 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

17 加藤神社（加藤塚） 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

18 円福寺 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

19 狭山神社 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

20 浅間神社（檜） 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

21 八雲神社 瑞穂町景観基本計画 歴史的景観 

22 箱根ケ崎駅舎 瑞穂町景観基本計画 都市景観 

23 スカイホール時計塔 瑞穂町景観基本計画 都市景観 

24 狭山丘陵 瑞穂町景観基本計画 みずほ 10 景 

25 瑞穂ビューパーク 瑞穂町景観基本計画 みずほ 10 景 

26 長岡温室とシクラメン街道 瑞穂町景観基本計画 みずほ 10 景 

27 石畑新道遊歩道 瑞穂町景観基本計画 みずほ 10 景 

28 阿豆佐味天神社の参道 瑞穂町景観基本計画 みずほ 10 景 

 

 

資料：「東京都景観計画」（平成 30 年８月改定 東京都都市整備局） 

   「環境軸ガイドライン」（平成 19 年６月 東京都都市整備局） 

   「狭山丘陵景観重点地区ガイドライン」（平成 25 年９月 武蔵村山市） 

「瑞穂町景観基本計画」（平成 23 年３月 瑞穂町） 



 

117 

 

図 6.2-20 景観資源の状況 

資料：「東京都景観計画」（平成 30 年８月改定 東京都都市整備局） 

   「環境軸ガイドライン」（平成 19 年６月 東京都都市整備局） 

   「狭山丘陵景観重点地区ガイドライン」（平成 25 年９月 武蔵村山市） 

「瑞穂町景観基本計画」（平成 23 年３月 瑞穂町） 
注）東京都域の主な景観資源を示しています。 




