基本目標２ 豊かなみどりの保全と創出
個別目標２－１
個別目標２－１

まちなかのみどりの保全と創出
まちなかのみどりとして住宅、公園、街路樹等のみどりの保全・充実に努めます。大規模開
発計画における公開空地等を活用した積極的なみどりの創出・拡充を図ります。
■指標
指標

令和 2 年度

令和 3 年度（現状）

117.41ha

117.41ha

公園面積の目標

目標

備考

新たに 2ha の公園

みどりの基本計画

面積を確保

の目標値

（令和 9 年度目標）
18.2％

18.2％

（平成 28 年度）

（平成 28 年度）

緑視率
（人の目に見える

20％
（令和 9 年度目標）

みどりの基本計画
の目標値

みどりの割合）

◇新宿区のみどりの現況
令和 2 年度に「みどりの実態調査(第 9 次)」を行いました。この調査は、区内のみどりの現状を把握
し、今後の施策に活かすため、みどりの条例に基づき 5 年ごとに実施するものです。これまで、昭和 47
年度、59 年度、平成 2 年度、7 年度、12 年度、17 年度、22 年度、27 年度と 5 年ごとに実施していま
す。令和 2 年度の調査では、航空写真の撮影・解析のほかに区内全域を対象とした現地調査により、樹
木・樹林、草地、生垣、街路樹、屋上緑化及び壁面緑化等についてその実態を調べました。
令和 2 年度の調査の結果、区内にある樹木・樹林、草地、屋上緑化の面積は 328.16ha（ヘクタール）
緑被率は 17.98％となり、前回調査より約 0.5（約 9ha）ポイント増加しました。主な理由としては、大
規模な開発事業等により新たな施設緑地が整備されたことが挙げられます。東京 23 区で比較すると、12
番目であり、樹木・樹林の面積比率では 9 番目に高い数値です。

◇日常生活でのみどりの保全と創出
緑化の推進（空中緑花都市づくり）
（１）屋上緑化普及啓発講座
屋上緑化の一層の普及啓発を図るため、講座を開催しています。
（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
（２）屋上等緑化助成
平成 20 年度から、新たに屋上緑化・壁面緑化をする区民・事業者を対象に、その工事費の一部を区
が助成する「新宿区屋上等緑化助成制度」をスタートしました。
令和 3 年度は屋上緑化で 1 件の助成を行いました。

49

サポーター制度による公共施設の管理
・公園のサポーター制度
平成 13 年度から始まった制度で、区内在住・在勤・在学の個人または団体等に、区の要綱に基づき「公
園サポーター」として活動していただくものです。
サポーターは公園利用の活性化や快適な施設環境を実現するため、区と合意した内容をもとに園地清
掃や除草、花壇の手入れなどをボランティアで行います。
・道のサポーター制度
公園と同様、サポーターの方の提案に基づいて区との間で活動内容を決め、サポーターがボランティ
アで清掃、花壇の手入れ等をする制度です。区は、清掃用具や花苗等の資器材の提供等により活動支援
しています。
令和 3 年度末現在の活動状況は、活動路線 95 路線、サポーター登録数 66 組、参加者数 655 人です。
・サポーター活動内容
公園サポーター活動の内容は主に、園地清掃（68 園）、花壇管理（55 園）、除草（46 園）、低木等の植
栽管理（36 園）などがあります。その他には、犬の広場の運営やホタルの飼育、田んぼの維持管理など
特色ある活動もあります。
道のサポーターは令和 3 年度末現在、清掃活動が 48 組と一番多く、植樹帯の花壇管理 20 組、街路樹
管理 4 組となっています。
【令和 3 年度実績】
道

路

公

園

個

人

17 人

19 人

団

体

49 組

77 組

活動地

95 路線

90 公園

活動者数

655 人

1,100 人

新宿区障害者による地域緑化推進事業
区は、障害者のための就労継続支援事業を行う事業所に
対し、区内の公園等において区が指定する区画の緑化及び
その保全に係る業務を委託しています。
これにより、区内の緑化を推進するとともに、地域にお
ける障害者理解の促進並びに障害者の就労機会の拡大及
び工賃の水準の向上を図っています。
花壇の植栽、除草、植え替え、水やりなどにより常に花
が咲いている状態を維持するよう整備しています。
新宿中央公園での緑化の様子
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◇地域のみどりの保全と創出
・保護樹木等の指定・解除
みどりの条例に基づき、貴重な樹木・樹林・生垣を残していくために、所有者の同意を得た上で保護樹
木等に指定するとともに、区は、枝が折れて隣家の一部を壊した場合などに備えて傷害保険に加入します。
また、保護樹木等の維持管理にかかる費用の一部を助成しています。
保護樹木に対する補助金は 1 本につき 9,000 円、2 本目からは 4,500 円で、保護生垣は 20m までは 1m に
つき 900 円、20m を超えると 450 円で、全ての限度額は 90,000 円です。
令和 3 年度は保護樹木の新規指定 41 本、解除 22 本で令和 2 年度に比べて総本数で 19 本増加し、277 件
1,280 本の指定となっています。
保護樹林は、39 件 90,045 ㎡、保護生垣は、40 件 1,241m を指定しています。
みどりの文化財を保全するため、指定解除に際しても現地調査の上、1 本でも多く残すように所有者にお
願いをするとともに、その土地が売却され建築行為が行われる場合にも、開発事業者に対してできる限り
樹木を保全するよう誘導しています。また、平成 26 年度より保護樹木の健全度調査を開始し、所有者とと
もに樹木の保全に努めています。
みどりの文化財の指定基準は次のとおりです。
（ 保護樹木 ）地上から 1.5m の高さの幹周り 1.2m 以上
（ 保護樹林 ）面積 500 ㎡以上
（ 保護生垣 ）高さ 1.2m 以上で延長 15m 以上
・みんなで考える身近な公園の整備
区では、地域の方々の身近な存在である区立公園を整備する際には、地域
の特性や要望を十分に活かしていくために、計画の段階から地域の皆様に参
加していただいています。
当事業は、概ね 2 年間で一つの公園を整備しています。1 年目は地域の皆
様とワークショップを開催するなどして整備案の作成を行い、その案に基づ
き 2 年目は工事を行います。住民の意見やアイディアを活かしながら公園の整備計画を作成することで、
地域のニーズを反映した、魅力ある公園づくりを行うことができます。その結果、公園完成後に「公園サ
ポーター」として公園の管理運営に参加する区民の方も多くいらっしゃいます。
令和 3 年度は、みょうが坂児童遊園（四谷四丁目 23、515.15
㎡）において、アンケート調査やヒアリング調査など様々な
方法を用いて住民等の意見・要望等の集約を行い、地域の意
見やアイディアを活かした再整備計画を作成しました。
令和 4 年度は、同再整備計画に基づき、整備工事を実施す
る予定です。

現在のみょうが坂児童遊園
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・小学校校庭の天然芝生化
校庭の天然芝生化は、都市の緑化やヒートアイランド対策、
また環境教育の効果が期待できます。天然芝生の校庭では、
寝転がったり裸足で駆けまわったりして、けがを恐れず遊ぶ
ことができます。また、芝生の維持管理を通して、学校や子
どもと地域との絆を深めることができます。
校庭が天然芝生になっているのは、落合第一小学校 312
㎡・四谷第六小学校 1,239 ㎡・戸塚第二小学校 108 ㎡・西新
宿小学校の第二校庭 1,770 ㎡・天神小学校 2,031 ㎡・東戸山
小学校 300 ㎡・落合第五小学校 1,460 ㎡です。

落合第五小学校の校庭芝生化

・天然芝生による屋上緑化
校庭を天然芝生化することがむずかしい学校では、校舎の
屋上を天然芝生で緑化しています。屋上緑化は、建物の温度
を抑制する効果があり、エアコンの使用を少なくすることが
期待できます。
屋上が天然芝生になっているのは、戸塚第二小学校 317
㎡・淀橋第四小学校 302 ㎡・戸塚第一小学校 191 ㎡・落合第
三小学校 300 ㎡・富久小学校 300 ㎡・四谷小学校 132 ㎡・鶴
巻小学校 104 ㎡・落合第五小学校 105 ㎡・愛日小学校 178 ㎡・
戸山小学校 200 ㎡・西早稲田中学校 188 ㎡・新宿中学校 168

戸山小学校の屋上緑化

㎡です。
・緑化計画書制度
みどりの条例に基づき、区や事業者が 250 ㎡以上の敷地で建築行為等を行うとき、緑化計画書の提出が
義務付けられています。これは、建築物等の施設緑化の観点から、良好な都市環境づくりを進めることを
目的とした制度です。
令和 3 年度は 103 件、6,829 ㎡の緑地が計画されました。このうち屋上緑化は 10 件、656 ㎡ありました。
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・緑化意識の啓発
区民や事業者が主体となって緑化を推進できる体制や仕組みを構築するため、緑化意識の啓発や緑化技
術の向上を支援しています。
（１）みどりの協定
区民の団体等が地域を緑化する際に、花苗等を支給し、これらの活動を支援します。
ご近所同士による制度を利用した地域緑化など、地域の方々の交流の機会となるとともに、地域緑
化への意識啓発にも効果が上がっています。
令和 3 年度は 35 団体、564 人に地域の緑化にご協力いただきました。
（２）みどりの講座
季節の花で寄植えを作るなど、テーマを設けて、
専門の先生による「みどりの講座」を開催しています。

みどりの講座

（３）各種イベントでの普及啓発
各種イベントを通してみどりの普及啓発を行っています。
（令和 3 年度は、みどりの講座作品展示のみ実施。その他のイベントは、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止）

みどりの講座作品展示

ふれあいフェスタ

みどりの講座で制作した作品を新宿中

戸山公園において、みどりの普及啓発
のために、草花の種配布、緑化相談、松

央公園にて展示しました。

ぼっくりのペンダント作りなどを行いま
す。

箪笥町特別出張所で、みどりの普及啓
発のために、草花の種配布、木の葉を使
った工作などを行います。
牛込箪笥地域まつり
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・接道部緑化助成制度
道路に面した敷地「接道部」にあるブロック塀等が地震等で倒壊するのを防ぎ、あわせてみどり豊かな
都市景観をつくるため、生垣・植樹帯をつくる費用や、その際のブロック塀等の撤去費用の一部を助成す
る制度です。
助成制度については区広報で PR を行うほか、イベント時にパンフレットを配布したり、ホームページで
制度を紹介したりするなど、情報の提供に努めています。また、平成 22 年 2 月から令和 4 年 3 月までは、
みどりの推進モデル地区に指定した箪笥地域において、助成単価と上限額を引き上げているほか、高木の
植栽についても助成対象としています。
令和 3 年度は、生垣設置が 3 件 38ｍ、植樹帯設置は 1 件 4ｍ、高木設置は 4 本、ブロック塀撤去は 1 件
でした。

個別目標２－１「まちなかのみどりの保全と創出」の指標の達成状況と今後の課題
指標「公園面積の目標」について、令和 3 年度は、新設した公園はありませんでした。今後も、第三次
環境基本計画とみどりの基本計画で連携して目標達成に向けた取組を進めていきます。
指標「緑視率」については、第三次環境基本計画の目標を達成するため、公共施設や民有地での緑化の
指導や生物多様性に配慮したみどりづくり等を推進し、積極的なみどりの創出・拡充に努めました。
民有地での緑化の推進では、保護樹木を 41 本増やし、みどりの保全に努めました。また、緑化計画書制
度による 10 件の屋上緑化の計画などにより空中緑花都市づくりを推進しました。
また、みどりの協定制度による地域緑化の推進などにより、緑化意識の啓発や緑化技術の向上に努めま
した。
今後も、生物多様性の保全に配慮しながらまちなかのみどりの創出・拡充に継続して取り組んでいきま
す。
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個別目標２－２

水やみどりに親しめる環境づくり
新宿の持つ貴重な水辺やみどりを、未来に引き継ぐべき区民共有の財産として位置付け、そ
の保全・再生・整備を図ります。水辺やみどりのある場所を利用するとともに、生物多様性の
保全にも配慮します。
■指標
指標

令和 2 年度

令和 3 年度（現状）

目標

神田川親水テラスの

中止※

中止※

2,000 人

備考
第三次環境基本

（令和 9 年度目標） 計画の目標値

年間利用者数
（一般開放時）
みどりのカーテン

299 枚／年

402 枚／年

新規設置数

300 枚／年

第二次実行計画の

（令和 5 年度目標） 目標値

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、神田川親水テラスの一般開放は中止

◇水やみどりに親しめる環境づくり
親水施設の整備・充実
ビオトープ
・新宿中央公園ビオトープの管理運営
自然の生き物との共生の大切さを区民に PR するため、平成 15 年
3 月に完成した新宿中央公園ビオトープの管理運営を、公園サポー
ター「新宿中央公園ビオトープの会」と協働で行っています。開園
以降、昆虫類 88 種、草木類 109 種が確認されています。
平成 16 年度から、区立小学校の児童を対象に水田を活用して米
づくりの指導を行っています。
・東戸山小学校ビオトープの管理運営
平成 22 年 3 月に完成した東戸山小学校のビオトープの管理運営
を、生徒と地域の方々と協働で行っています。その一環として、水田の管理や自然観察などを行ってい
ます。
神田川・妙正寺川とのふれあい整備
（１）「神田川ファンクラブ（第 23 期）」の活動
神田川ファンクラブは、区内の小学生や地域の方々を対象として、神田川ともっとふれあい、よく
知る機会をつくろうと平成 11 年度から活動しています。
例年、5 回ほどの活動で、生き物・水質調査、神田川の水源（井の頭公園）の見学、神田川のごみ調
査とクリーンアップ作戦、環状七号線地下調節池の見学、落合水再生センターの見学などを行っていま
す。令和 3 年度は新型コロナウイルス感染拡大の防止のため施設見学は中止し、調査・講義など感染拡
大防止対策を取りながら活動しました。
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生き物・水質調査

環状七号線地下調整池の見学

【令和 3 年度実績】
参加者数

延べ 75 名

（２）神田川生き物実態調査
平成 8 年度から神田川の生き物実態調査を開始し、 [令和 3 年度調査実績]
以降毎年調査を行っています。令和 3 年度は、職員
による調査などでアユ、ウキゴリなど 5 科 9 種の魚

職員による調査
5/19

（アユ、ドジョウ、ウキゴリ、ヌ

が確認されました。これまでに確認された魚類数は

マエビ科、ニホンスッポン）

12 科 25 種です。

区民参加による調査
5月

令和 3 年度は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止

6/10

委託調査

6/21

委託調査

8/11

委託調査

9/28

委託調査

区民参加による調査風景

（３）神田川親水テラスの開放
戸塚地域センター前に整備した「神田川親水テラス」を、平成 22 年度
から夏休み期間に一般開放しています。例年は、7 月中旬から 8 月中旬
までの約 1 か月間開放し、約 1,000 名の利用があります。
（令和 3 年度は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
（４）「神田川を体験しよう」講座
神田川ふれあいコーナーを活用した「神田川を体験しよう」講座は、
区内在住の小学生を対象として、平成 22 年度から実施しています。
例年は、「水質調査」「生き物調査」「水草調査」などの内容で 4 日間
実施していましたが、令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のためオンライン講座で 2 日間開催しました。
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◇新宿 「みどりのカーテン」 プロジェクト
地球温暖化対策の一環として、平成 20 年度から新宿「みどりのカ
ーテン」プロジェクトが始まりました。みどりのカーテンとは、ゴー
ヤーや朝顔などのつる性植物を窓の外側にはわせて、室内に差し込む
日差しを和らげる自然のカーテンです。また、葉から水分を蒸発させ
ることで気温の上昇を抑えます。これにより、エアコンの使用を抑制
し、節電効果や CO2 排出量を削減する効果が期待できます。
令和 3 年度は、ビギナーに向けた「ゴーヤの育て方」、リピーター
に向けた「土のリサイクル」、プロジェクト紹介の 3 本の動画を作成

室内からの様子

し、対面説明会とオンライン説明会で活用しました。そして、608 人
にゴーヤの苗と育て方のハンドブックを配布しました。また、土のリ
サイクル講座など、一年間を通して実施し、翌年につなげていく取組
を行っています。この事業は、環境学習情報センターと区民や事業者等からなるプロジェクトチームによ
り企画・運営されています。
（１）みどりのカーテン説明会
実施日・会場

R3/4/29 環境学習情報センター
R3/4/30 環境学習情報センター
R3/5/1

環境学習情報センター（オンライン参加者対応）

R3/5/2

環境学習情報センター（オンライン参加者対応）

R3/5/3

環境学習情報センター

R3/5/9

環境学習情報センター

R3/5/16

環境学習情報センター

R3/5/23

環境学習情報センター（親子講座／午前・午後）

R3/5/24 環境学習情報センター（親子講座／午前・午後）
参加者・団体数

724 件（ビギナー402 件、リピーター206 件、区有施設等 116 件）

カーテン数／苗配布数

2,430 枚（苗分 1,482 枚、種分 948 枚）／2,964 株（ほか種）

（２）関連講座等
みどりのカーテンサロン

R3/6/27

環境学習情報センター

みどりのカーテン探検

R3/7/15

角筈地域

夏のゴーヤーサロン

R3/9/12

環境学習情報センター（中止）

土のリサイクル講座
＆野菜作り講座
生ごみからたい肥作り
＆リサイクル野菜に
チャレンジ！
（講座・サロン）

R3/10/10 環境学習情報センター
＜生ごみからたい肥作り＆リサイクル野菜にチャレンジ！＞
R3/11/28 環境学習情報センター
＜生ごみからたい肥作りサロン＞
R4/2/13

環 境学習情報センター

（３）区有施設のみどりのカーテン
例年、多くの区有施設が「みどりのカーテンプロジェクト」に参加しています。令和 3 年度は、116
施設がプロジェクトに参加しました。
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・榎町特別出張所
特別出張所及び榎町地域センターの環境の改善に役立てるため、
「みど
りのカーテンプロジェクト」に参加しています。
施設南側に植えられたゴーヤーは毎年、室内温度の上昇を抑えるとと
もに、地域センターを利用する方、通行される方に美しい緑の景観を提
供しています。

榎町特別出張所のみどりのカーテン

◇湧水の保全
都市化による雨水浸透の減少に伴い、都内の湧水は減少や枯渇の危機に瀕
しており、湧水の保全と水循環の再生が必要です。
望ましい水循環を形成するため、雨水浸透施設の設置誘導や、開発時の地
下水脈への配慮等、湧水の保全に努めるとともに、新たな水源として下水再
生水の使用を促進していきます。
【令和 3 年度実績】
・公共施設への浸透施設の導入
区道の透水性舗装整備（道路の治水対策）4 箇所
・民間施設等への雨水流出抑制・浸透施設の設置
一定の規模以上の施設の新設、改築などを行う事業者に協力を要請

個別目標 2－2「水やみどりに親しめる環境づくり」の指標の達成状況と今後の課題
第三次環境基本計画の目標を達成するため、神田川を中心に水辺の環境整備や小学校でのビオトープづく
りを通じて、生物多様性に配慮した環境づくりなど、人と自然とのふれあいの場の創出に努めました。
水辺の環境整備では、例年は、地元の小学生や公募による神田川ファンクラブを毎年結成し、一年間を通
じて神田川の生態を直接体験し、夏には、神田川の親水テラスを一般開放して、多くの区民の方に川に入る
体験を提供しています。令和 3 年度は小学生による神田川ファンクラブが感染拡大防止対策を取りながら活
動し、夏休み子ども体験講座をオンライン講座で実施しましたが、親水テラスの一般開放は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、中止となりました。今後は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じなが
ら安全に活動が実施できるプログラムを検討し、多くの方に利用していただけるよう周知に努めます。
「神田川生き物調査における確認種数」は、平成 8 年度から令和 3 年度までの調査において、12 科 25 種が
確認されています。令和 3 年度はこの内の 5 科 9 種が確認できました。生物多様性では、新宿中央公園及び
東戸山小学校の地域拠点ビオトープの管理運営を公園サポーター及び小学校と協働で行い、区民や児童が自
然や生き物とふれあう機会の提供に努めました。今後も、生物多様性の保全に配慮しながら区民が水辺やみ
どりなどの自然とふれあえる場の創出に継続して取り組んでいきます。
指標「みどりのカーテン新規設置数」の令和 3 年度実績は 402 枚となり、目標を達成しました。育成説明
会は、対面説明会とオンライン説明会を合わせて 7 回実施し、小学生の親子を対象とした「みどりのカーテ
ン親子育成講座」も午前・午後合わせて 4 回実施しました。
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