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自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承
自然界は、食料・水・木材・燃料の供給、気温や温度の安定、水質の浄化、うるおいややすらぎ
の付与、生物の生息場所の確保など、様々な恵みを私たちにもたらしており、これらの自然の恵み
は、地球規模の生物多様性の絶妙なバランスの上に成り立っています。
しかし、人間活動が与える負荷によって、そのバランスが崩れつつあります。都市化が進んだ東
京では、全面積のおよそ半分が商業地や住宅地などの市街地となっており、これらのバランスを維
持する上で必要な自然地や緑の減少が顕著になっています。
都はこれまで、自然の保護と回復を図るため「自然保護条例」や「10年後の東京」計画などに基
づき、緑の保全、開発の規制、市街地における緑化の推進などに取り組んできました。
今後は、
「東京都環境基本計画」や「都民ファーストでつくる『新しい東京』〜2020年に向けた実行プラ
ン〜」に基づき、これまでの緑の量を確保する取組に加え、地球規模で起きている生物の種の絶滅など、
生物多様性の危機に対応するため、緑の質を高める視点も重視した新たな緑施策を展開していきます。

現状と課題

東京の自然環境の現状
東京に存在する様々な緑
東京には様々な形態の緑が存在しています。世
界でも最大規模の都市として、高密度の市街地に

区部で0.2ポイントの増、多摩部で0.3ポイントの
減、都全域で0.2ポイントの減と、いずれの地域区
分でもほぼ横ばいで推移しました。

整備された公園や街路樹、宅地の緑は都市生活に

増減要因を分析すると、区部・多摩部ともに

欠かせません。また森林地域には、多様な動植物

「公園・緑地」の増加と「農用地」の減少は継続し

が生息する自然林や、林業による人工林がありま

ていますが、
「樹林・原野・草地」は区部で2003

す。加えて、人との密接な関わりの中で機能して

（平成15）年の調査開始以来、初めて増加に転じ

きた里山や農地など、様々な形態の緑が東京の緑

るとともに、多摩部では宅地開発の鈍化により、

を構成しています。

その減少幅が大幅に縮小するなど、
「みどり率」の
減少を緩和する結果となりました。

みどりの現状
現在の緑の量を、「みどり率＊」（2013（平成25
年））でみると、区部で19.8％、多摩部で67.1％
であり、都全域では50.5％となっています。
2008（平成20）年から５年間の変化をみると、
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＊）緑 が地表を覆う部分に公園区域・水面を加えた面積が、地域全体に
占める割合

緑のもつ多面的機能
これらの緑は、生きものの生存基盤として重要
な機能を担うだけではなく、ヒートアイランド現象

校庭の芝生化や街路樹の倍増、都市公園・海上公

避難場所の提供などの防災機能、レクリエーショ

園の整備、都有施設や未利用都有地の緑化などを

ンの場である公園など人々へのうるおい・やすら

行ってきました（これらの取組により、2007（平

ぎの付与、食料や燃料など人間の生活に必要な物

成19）年度から2016（平成28）年度までの10年

資の供給など、多面的な機能を発揮しています。

間で、街路樹が約101万本に増加するとともに新
たな緑を約752ha創出しました）
。

緑の質の低下・生物多様性の危機

緑の質の確保に向けた取組として、2012（平成
24）年、生物多様性地域戦略の性格を併せ持つ

荷により、年間４万種の生きものが絶滅している

「緑施策の新展開」を策定しました。この中で、ま

といわれ、このような損失が、地球規模の生態系

もる、つくる、利用するの３つの目標を掲げ、既

に重大な変化をもたらすと言われています。

存の緑の保全、在来種植栽の推進、生物多様性の

都内でも、奥多摩の植林地は、林業の低迷など

普及啓発などの取組を推進しています。さらに、
2016（平成28）年に公表した「都民ファースト

れたりして森林の荒廃が進んでいます。また、谷

でつくる『新しい東京』〜2020年に向けた実行

戸の田んぼや畑を中心に、ため池や用水路、雑木

プラン〜」では、
「水と緑に囲まれた、自然を感じ

林などで構成される里山は、多くの生物の生息場

られるまちをつくろう」の実現に向けた政策展開

所となっています。しかし、耕作放棄や、宅地造

を示しました。2016（平成28）年に策定した新

成による開発などにより、良好な里山の環境は失

たな「東京都環境基本計画」では、
「自然豊かで多

われつつあります。

様な生きものと共生できる都市環境の継承」を目

さらに、外来種が元々その土地に生息・生育し
ていた在来種の住みかを脅かすなど、外来種問題
も発生しています。

「生物多様性の危機」が、「気候変動の危機」と
相まって「地球環境の器」の存続を危うくしてい

今後は、こうしたプラン・戦略に基づき、緑の
量・質ともに配慮した施策を展開していきます。
行動方針と緑の多面的な機能の関係
緑の多面的な機能の発揮（目的）

行動方針（手段）

【生きものの生存基盤】

る今、首都東京は、世界中の生物資源を大量に消
費する都市として、都市で活動するあらゆる主体

【都市環境の改善】

①まもる

の行動を生物多様性に配慮したものへと転換する
とともに、生きものの生存基盤としての “緑” を

【防災】

②つくる

【うるおい、やすらぎ、風格】

③利用する

守り育んでいく新たな「都市モデル」を構築して
いかなければなりません。そのために、都は、緑

緑の量の確保に向けた取組として、あらゆる都

【人間の生活に必要な物資の供給】

料 編

な取組を行っています。

資

の量・質の確保、生物多様性の保全に向けた様々

環境施策の横断的・総合的な取組

緑の量・質の確保に向けて

指した環境政策の方向性を示しました。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

のため、手入れが行き届かなくなったり、放置さ

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

地球規模でみると、人間活動が与える環境の負

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

の緩和など都市環境の改善や、火災の延焼防止・

スマートエネルギー都市の実現

自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

市空間において積極的に緑を創出するため、学校
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施

策

生物多様性の保全・緑の創出

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

あらゆる都市空間における緑の創出
緑化計画書制度による新たな緑の創出

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

減少傾向にある東京の緑を少しでもよみがえら

人々を魅了する「美しい緑」に包まれた都市東京の

せるため、都では緑の保全・創出に向けた取組を

実現に向け、ヒートアイランド対策や生物多様性の

積極的に進めています。

回復に資する緑化を推進するため、民間事業者・都内

東京を緑あふれる都市に再生するためには、事

自治体による屋外緑化等への支援を実施しています。

業者等と協働し市街地における緑化を一層推進さ
せていくとともに、土地所有者や地域によって大
切にされてきた既存の緑が残せるよう事業者等に
一層の配慮を促すことが必要です。
都は、自然保護条例において、2001（平成13）

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
資
料 編
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花と緑による緑化の推進

花の都プロジェクト
2017（平成29）年から区市町村と連携して、花
と緑で街を彩り、東京2020大会に向け、おもてな
し機運を高めるため、
「花の都プロジェクト」を開

年 ４ 月 か ら、 事 業 者 等 が1,000㎡（ 公 共 施 設 は

始しました。区市町村の先進的な取組を支援してい

250㎡）以上の敷地で建築物の新築や増改築など

きます。

を行う際について、地上及び建築物の屋上の緑化
の基準を定め、緑化計画書の作成・提出を義務付
けています。さらに、2009（平成21）年３月に

校庭の芝生化
都では、都内の小中学校をはじめ、認可保育所

同 条 例 及 び 施 行 規 則 を 改 正 し、 同 年10月 か ら、

や幼稚園、都立学校等での校庭の芝生化を推進し

5,000㎡以上の敷地面積の緑化率を引き上げる基

ています。校庭を芝生化することは、東京を緑あ

準の強化を実施しました。こうした取組により、

ふれる都市へ再生し、ヒートアイランド現象を緩

2001（平成13）年４月から2017（平成29）年

和するだけでなく、子どもたちへの教育効果や外

３月末までの16年間で、約209haの屋上等緑化が

で遊ぶ子どもの増加、学校を核とした地域の連携

生まれています。

強化など様々な効果があります。

エコロジカル・ネットワークの構築に向けた緑化の推進
在来種植栽の推進
在来種（在来の植物）は、東京本来の生きもの

空間が回復・拡大し、人と生きものが共生できる
都市環境の形成が期待できます。

の餌場や営巣場所等となるため、その緑化を進め

都では、2014（平成26）年５月に「植栽時にお

ることで、市街地でありながらも生きものの生息

ける在来種選定ガイドライン」
、2017（平成29）

また、区市町村が実施する在来種植栽を財政面

緑地」の受付を開始し、区市町村、事業者等にも

や技術面から支援し、身近な公共空間を活用した

周知を図るとともに、在来種を用いた、生きものの

地域レベルのエコロジカル・ネットワークの形成

生息・生育環境に配慮した緑化を推進しています。

を促進しています。

Close-up

7

生物多様性に配慮した都市緑化を目指して
どの餌場や隠れ場所の創出、水辺や草地の配置
など、生きものの生息・生育環境への配慮に特
に優れた緑地は「優良緑地」として区別して登
録します。
登録緑地の所有者は、都から提供されるシン
ボルマークを各種CSRの場で活用することで、
環境に配慮した取組を行っている事業者である
ことをPRできます。都は、登録緑地をホーム
ページ上で公表するとともに、東京の生物多様
性保全に貢献する優れた緑地として様々な場面
で紹介していきます。

シンボルマーク（右は優良緑地のもの）
江戸紫や若葉色など日本の伝統色を基調。
丸く縁どられた大きさの異なる花房をもつ
フジは生態系の調和（循環）や、大きな樹木
から下草までのいろいろな生きものが生息生
育する場所を表現。

生きもののつながりを表現。

保全地域や既存の緑地等における緑の保全
保全地域の指定

環境施策の横断的・総合的な取組

メジロの羽に在来種であるエノキの葉を
用い、好物であるエノキの実を描くことで、

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

（ＨＰ）h ttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/green/
green_biodiv/edo_regist.html

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

＜在来種植栽登録制度「江戸のみどり登録緑地」
＞
都では、東京に自然分布している植物（在来
種）を植栽することで、昆虫や鳥などの動物も
含めて、東京の生きものに適した環境を回復さ
せるための取組として、在来種植栽登録制度
「江戸のみどり登録緑地」を開始しました。
本制度は、一定割合以上の在来種の樹木を植
栽している民間建築物等の敷地内の緑地を「江
戸のみどり登録緑地」として登録・公表するこ
とで、在来種植栽を普及拡大することを目的と
しています。
また、登録緑地の中でも、化学薬品を用いた
殺虫剤や除草剤などの利用の低減、昆虫や鳥な

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

年５月に在来種植栽登録制度「江戸のみどり登録

スマートエネルギー都市の実現

自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

護と回復を図るため、自然保護条例に基づき保全

丘陵地や武蔵野台地の雑木林、崖 線 の緑地、湧
地の森林など、都内に残された貴重な自然地の保

末現在、50地域、約758ha）
。

料 編

水や史跡と一体となった緑地、丘陵地の里山、山

地域を指定しています（2017（平成29）年３月

資

がい せん
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保全地域について
保全地域は、その地域の特徴により５つの種類に分類されます。
・自然環境保全地域（１地域）

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

 自然環境保全法により、環境大臣が指定する自然環境保全地域に準ずる地域。大部分が天然林
からなる森林及び貴重な動植物の生育地等の区域であり、その自然の保護が必要な区域
・森林環境保全地域（１地域）
 水源をかん養し、又は多様な動植物が生息・生育することができる植林された森林を対象とし、
その自然の回復、保護が必要な区域
・里山保全地域（４地域）
 雑木林、農地、湧水等が一体となって多様な動植物が生息・生育する丘陵地の谷戸地形等を対

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

象とし、その自然の回復・保護が必要な地域
・歴史環境保全地域（６地域）
歴史的遺産と一体となった自然を対象とし、その自然の保護が必要な地域
・緑地保全地域（38地域）
市街地近郊の樹林地や水辺地を対象とし、自然の保護が必要な区域
＜行為の制限＞
保全地域内では、公有地・民有地を問わず、建築物や工作物の新築・増築、宅地造成などの土地

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

の形質変更、木竹の伐採などに対する行為が制限されます。
＜保全地域の利活用＞
保全地域では、建築物の新築・増改築など開発行為が厳しく制限される一方、自然環境を損なわ
ない限りにおいて、緑地保全活動や環境学習の場として、保全地域を利活用することができます。
森林

丘陵地の谷戸

環境施策の横断的・総合的な取組

開発の規制
自然地を一定規模以上含む土地で、宅地造成や

用水（玉川上水）

市街地の雑木林

森林再生
多摩の森林の６割はスギ・ヒノキの人工林です。

土砂等による埋立行為などを行う場合、自然保護

林業採算性の悪化等により十分な手入れが行われ

条例による許可が必要となり、一定量の緑地の確

ていない人工林が増えています。このような人工

保や既存樹木の保護検討などを義務付けています。

林は、林内が真っ暗な状態となり、下草が育たな

資

また、森林法に基づく森林計画区域で、１ha以上

いため土砂が流出するなど、森林の公益的機能＊１

料 編

の土地を改変する場合、森林法に基づく許可が必

を低下させています。都は、2002（平成14）年

要となり、一定量の森林を残すことや防災措置を

度より直接、人工林に間伐＊２を実施し、森林を再

行うことなどを義務付けています。

生する事業を進めています。
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ま た、2006（ 平 成18） 年 度 か ら2015（ 平 成

間伐・枝打ちにより林床植生が豊かになった森林

27）年度まで花粉発生源対策として、森林再生事
業実施地において強度の枝打ち＊３を実施してきま

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

した。2016（平成28）年度からは、事業を再構
築し、森林内の水の浸透機能向上及び表土流出の
防止を目的として、枝下から高さ４ｍ分の枝を落
とす枝打ち事業を開始しています。
＊１

希少種の保全・外来種対策及び野生生物の適正管理
開発等による野生動植物の生息・生育空間の縮

強化

小や、里山に見られる農林業の衰退などによる動

保全地域には、希少種を含む多様な動植物が生

植物の生息・生育環境の荒廃、さらには外来種に

息・生育しており、生物多様性の面からも貴重な

よる生態系のかく乱などにより、都内の野生動植

場所となっています。しかし、外来種の侵入によ

物の生存が脅かされています。

る希少種の食害被害や園芸・飼育目的による希少
種の持ち去り、利用者の過剰な利用による踏み荒

2011（平成23）年３月に島しょ部の「東京都の

らし等の問題も発生していることから、希少種等

保護上重要な野生生物種」～東京都レッドリスト

保全策を強化します。

～を改定するとともに、その解説版である「レッ

キンラン

ドデータブック東京2013」（本土部）及び「レッ
ドデータブック東京2014」（島しょ部）をそれぞ
れ作成しました。
（ＵＲＬ）h ttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/animals_
plants/rare_creature/red_data_book/index.html

800種

779種

517種

725種

ミズニラ
ムニンツツジ
など

トウキョウサンショウウオ
オガサワラオオコウモリ
など

カタクリ

トウキョウサンショウウオ

料 編

例

動物

資

本土部
（2010年版）
島しょ部
（2011年版）

植物

環境施策の横断的・総合的な取組

都 で は、2010（ 平 成22） 年 ３ 月 に 本 土 部、

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

保 全地域における希少種等保全対策の

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

森林の公益的機能：
森 林には、水を貯える（水源かん養）
、土砂の流出をおさえる
（土砂流出防止）
、レクリエーションや安らぎを与える（保健休
養）
、野生生物の生息場所の提供（生物多様性の保全）などの働
きがあり、これらを称して公益的機能といいます。
＊２ 間伐：
林業では、樹木の幹を太くするために間引き（伐採）する作業で
す。間伐しない人工林は、林内が暗くなり下草がなくなります。
風や雪に対する抵抗力が低下するなどの弊害が起こります。こう
した弊害の改善を目指し、間伐を実施します。
＊３ 枝打ち：
林業では、節のない優良材を育成するために枝を切り落とす作業
です。林内の光環境改善や病虫害の予防に役立ちます。

野生動植物の現状

スマートエネルギー都市の実現
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⑴

生きものに配慮した「適切な手入れ」の促進
 希少種を保全するためには、生態系の中でそ

民の方々と連携しながら被害の軽減と拡大の防止
に努めています。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

の種を支えている他の多様な種を保全する必要

また、2014（平成26）年に人体への被害のお

があり、更には、そうした多様な種を支えるため

それがあるセアカゴケグモが都内で初めて確認さ

の生息・生育環境を保全していく必要がありま

れたことを受けて、2015（平成27）年から危険

す。このため都は、2013（平成25）年度に「保

な特定外来生物に関する防除支援等を開始しまし

全活動ガイドライン」を作成し、環境要素（樹

た。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

林地、湿地、農地）ごとのモデル的な管理手法

さらに、伊豆大島における在来生態系や農林業

を保全地域で活動する市民団体等に示しました。

等の被害をもたらしている特定外来生物キョンの

 また、各保全地域でガイドラインに即した市

防除を、2005（平成17）年６月施行の外来生物

民団体の保全活動を普及、実践指導するため、

法に基づき、
「東京都キョン防除実施計画」を策定

希少種保全に見識を持つ動植物の専門家をアド

して、実施しています。

バイザーとして派遣するなど、希少種保全に向
けた技術支援を実施しています。
⑵

生きものに配慮した利用制限の強化

防除に当たっては、銃器、わな、網等による集
中的な捕獲、生息状況等のモニタリングを実施し
ており、2016（平成28）年度からキョンの生息

 希少種の持ち去りや利用者の過剰な利用を未

分布域を抑制して、効率的に捕獲するため柵を設

然に防止するため、利用保護柵の設置、監視カ

置して事業を行っています。

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

メラの導入、市民団体と連携した監視活動の強

加えて、2017（平成29）年度には、キョン捕

化など、保全地域ごとの地域特性に応じた効果

獲の機運を高め、より多くの捕獲につながるよう、

的な対策を導入していきます。

捕獲チームを結成します。

保護柵

アドバイザー派遣

野生動物の適正管理の推進
多摩地域においては、シカの生息密度が適正な

環境施策の横断的・総合的な取組

状態になく、自然植生や森林の生態系に影響を及
ぼし、農林業被害や生態系被害なども起きていま
す。こうした被害を防止し、人とシカが共存して
いくために、都は2017（平成29）年４月に、鳥

外来生物対策

獣保護管理法に基づく「第５期東京都第二種シカ

都内では、様々な外来生物が国外、国内から持

管理計画」を策定し、モニタリング調査を基にし

ち込まれ、在来の生き物などに大きな影響を与え

た計画的な捕獲と森林の被害防止対策、植生の保

ている例が見られます。その中でもアライグマと

護と回復などを総合的に進めています。

ハクビシンによる生活環境や生態系への被害が広

また、カラスによる都民生活への被害に対応す

資

がっており、都では2013（平成25）年に「東京

るため、捕獲とごみ対策を中心とした「カラス対

料 編

都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」
、2016

策」を実施しています。2016（平成28）年度末

（平成28）年に「アライグマ・ハクビシンの防除

までに、トラップにより約21万１千羽を捕獲する

に関するガイドライン」を策定し、区市町村や住

とともに、ごみ対策では、防鳥ネットの設置拡大

62

カラスの生息数の推移
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など排出方法を工夫するよう区市町村へ働き掛け

め、鳥獣保護管理員制度を設け、鳥獣保護区の管

ています。この結果、カラスの生息数を、2016

理、密猟の防止、生息状況の把握、傷病鳥獣の保

（平成28）年度末には、約8,700羽（最盛期の24％）

護などを行うとともに、狩猟免許試験及び免許更

まで減少させることができました。

新講習会を実施しています。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

25,000

スマートエネルギー都市の実現

自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

さらに、野生鳥獣の適切な保護・管理を図るた
快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組
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生物多様性の保全を支える環境整備と裾野の拡大

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

多様な主体の参画による自然環境の保全
都民の自然体験活動の促進

保全地域では、地元ボランティア団体が、下草
刈りや樹木の間伐などの緑地保全活動を行ってい

保全地域で保全活動を行っている地元ボラン

ます。この活動に加え、企業、ＮＰＯ等及び都の

ティア団体においては、近年、参加者の高齢化、

連携のもと、幅広い層の都民が自然を保全する活

固定化等の課題が深刻化しています。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

動に参加し、併せて企業の社会貢献活動の場とし

こうした課題に対応するため、2015（平成27）

て保全地域を活用することを目的とする「東京グ

年度から公益財団法人東京都環境公社を活用し、

リーンシップ・アクション」を実施しています。

ボランティア人材育成業務、都民参加型の保全地

2016（平成28）年度は12の保全地域において、

域活用事業を行っています。

22企業・団体が参加し、保全活動を実施しました。 ⑴

森林・緑地保全活動情報センター

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

また、大学との連携のもと、次世代の担い手であ

 都内における森林や緑地の保全活動情報を収

る大学生に緑地保全活動に参加する機会を提供し、

集し、Ｗｅｂサイト「里山へGO ！」により、広

自然環境保全への関心の喚起や行動の醸成を促す

く周知するとともに、保全活動の希望者にニー

ことを目的とする「東京グリーン・キャンパス・

ズとレベルに応じた活動やボランティア団体等

プログラム」を実施しています。2017（平成29）

の情報を紹介することで、緑地保全活動等への

年４月現在で４校が実施しています。

継続的な参加を促しています。

「東京グリーンシップ・アクション」の仕組み
企

業

環境施策の横断的・総合的な取組

●資金の提供
（1回あたり25〜50万円）
●社員ボランティアの参加
（50名まで）

ＮＰＯ法人又はそれに準ずる団体

協

東

京

定

都

●活動場所の提供
●道具類の手配

●保全活動の運営
→企業が提供する資金を活用
●参加ボランティアの募集

都民ボランティア
●保全活動への参加

七国山緑地保全地域
東京グリーン・キャンパス・プログラム

⑵

保全地域体験プログラム
 新たなボランティア人材の掘り起こしと定着
を図るため、地元市やボランティア団体と調
整・連携し、身近な保全地域において、自然の
魅力を体感できる、未経験者でも参加しやすい

資
料 編
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自然体験活動を実施しています。

Close-up

8

自然体験プログラム

林業体験
＜森林保全交流会＞

野鳥観察
＜高尾の森自然学校＞

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

自然環境の保護と適正利用の推進
自然公園の保護と利用
島や小笠原諸島の自然が豊かな区域は、国立公園
などの自然公園に指定されています。
都は、都民が豊かな自然とふれあえる場を提供
するために、遊歩道やトイレの整備、「ビジターセ
ンター」での自然解説、「山のふるさと村」などで
の宿泊施設の運営を行っています。また、自然の

奥多摩ビジターセンター

環境施策の横断的・総合的な取組

奥多摩や高尾山などの山岳・丘陵地域、伊豆諸

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

竹林間伐体験
＜保全地域体験プログラム＞

炭焼き、地元在住の方による蕎麦打ち体験指
導、わさびやゆず等地元食材を地域の方々と賞
味する地域交流等、充実した内容の様々な交流
活動を行っています。
３ 高尾の森自然学校
八王子市川町の樹林地において、一般財団法人
セブン‐イレブン記念財団との協働により、野鳥
観察や間伐体験等の自然環境保全・環境体験学
習事業を実施しています。地元在住の方や地元
中学校の生徒も数多く参加するなど、地元に密
着した活動を行っています。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

都民の自然体験活動を促進するため、新た
に、2015（平成27）年度から様々な自然体験
プログラムを開始しています。
１ 保全地域体験プログラム
身近な保全地域を活用し、初心者や親子連れ
でも気軽に参加でき、自然観察や間伐体験等の
自然体験活動を楽しみながら行うことができま
す。最寄駅までの送迎等のサービスも実施して
います。
２ 森林保全交流会（チャレンジ！森林ボラン
ティア）
奥多摩の森林での林業体験や間伐材を使った

スマートエネルギー都市の実現

自然豊かで多様な生きものと共生できる都市環境の継承

保護と適正な利用と管理を行うため、都独自の制
度である「東京都レンジャー」を創設しています。

整備などの公共事業に対し、自然公園法や東京都

料 編

観を保護するために、建築などの開発行為や道路

資

さらに、自然公園の区域では、その優れた自然景

自然公園条例に基づく規制を行っています。
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東京都の自然公園
■国立公園
１）秩父多摩甲斐国立公園（奥多摩・御岳山など）
２）富士箱根伊豆国立公園（大島・八丈島など）

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

３）小笠原国立公園（父島・母島など）
■国定公園

奥多摩

１）明治の森高尾国定公園（高尾山など）

秩父多摩甲斐国立公園

■都立自然公園

大島

羽村草花丘陵自然公園
武蔵五日市

１）都立滝山自然公園（滝山公園など）
２）都立高尾陣場自然公園（陣場山など）

拝島

狭山自然公園

秋川丘陵自然公園

３）都立多摩丘陵自然公園（平山城址公園など）
５）都立羽村草花丘陵自然公園（玉川上水羽村の堰など）

式根島
八王子

高尾陣場自然公園

４）都立狭山自然公園（野山北・六道山公園など）

利島
立川

滝山自然公園

新島

神津島

三宅島

多摩丘陵自然公園
富士箱根伊豆国立公園
明治の森高尾国定公園

町田

６）都立秋川丘陵自然公園（小峰公園など）

御蔵島

父島

小笠原国立公園

母島

八丈島

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承
快適な大気環境、良質な土壌と
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大潟浦園地（八丈島・八丈町）

都民の森の利用促進
都民が自然に親しみ、森林や林業に対する理解

神戸岩（檜原村）

の都民が自然に親しめるよう、木工教室、自然教
室を開催しています。

を深めることができるよう、秩父多摩甲斐国立公

「奥多摩都民の森」は、カタクリの自生地がある

園内に「檜原都民の森」と「奥多摩都民の森」を

御前山の麓にあり、自然公園第三種特別地域に指

設置しています。

定されています。森林ボランティア教室や登山教

「檜原都民の森」は奥多摩三山の最高峰、三頭山
の麓にあり、山頂付近のブナ林は自然公園特別保

室などを行い、楽しみながら森を育てる大切さを
学ぶことができます。

護地区に指定されています。登山だけでなく多く
檜原都民の森（http://www.hinohara-mori.jp/）

奥多摩都民の森（http://www.tomin-no-mori.jp/）

然公園」の３点にとりまとめ、これらの実現のため、

自然公園では、その楽しみ方の幅が大きく広が

外来種の駆除や都民参加による自然環境の見守り

るとともに、海外からの来訪者も増えています。

の仕組みの構築、異分野と連携した利用者層の拡

また、希少種の保全や獣害への対策など、自然環

大などの取組を、今後優先的に実現していきます。

境への関心もこれまで以上に高まっています。

民
 間との協働による自然公園の環境保全

そこで、自然公園の持つ魅力を更に拡充し、豊
かな自然を守りながら、国内外の多くの方々にそ

自然公園エリアにおいては、2016（平成28）

の素晴らしさを体感していただけるよう、自然公

年４月に大塚製薬株式会社、2017（平成29）年

園のあるべき姿や戦略的な施策方針を示した新た

４月に株式会社明治との協働による連携事業を開

なビジョンを2017（平成29）年５月に策定しま

始しています。
こうした取組により、東京の自然公園の豊かさ

ビジョンでは東京の自然公園が目指す姿を「多

を広く知っていただくためのイベント開催、自然

様性と連続性が織りなす自然環境を育む自然公園」
、 公園利用時の熱中症対策に関する普及啓発、ボラ
「人と自然との関係をとりもつ自然公園」及び「誰

ンティア活動への支援などを進めています。

もが訪れ、誰もが関われ、誰からも理解される自

9

世界自然遺産小笠原諸島の希少な生きものたち

３

４

５

１：ハハジマメグロ、２：オガサワラオオコウモリ、３：シマアカネ、４：オガサワラオカモノアラガイ、
５：ムニンノボタン

料 編

２

資

１

られる地域として、貴重な生態系の価値を持つ
ことが評価され、2011（平成23）年６月29
日に世界自然遺産に登録されました。
世界遺産の価値を守るため、影響の大きい外
来種の駆除や数が減ってしまった固有種の保護
を行っています。

環境施策の横断的・総合的な取組

小笠原諸島は、誕生以来、大陸と陸続きに
なったことがない海洋島で、偶然にたどり着い
て定着した生きもののみが独自の進化をしまし
た。特にカタツムリの仲間と植物で固有種が高
い割合を占めています。
小笠原諸島は、ほかの地域にはない特徴的な
生きものの進化や生きもの同士のつながりが見

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

Close-up

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

した。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

「東京の自然公園ビジョン」の策定
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エコツーリズムの推進

小笠原の島々の中には、過去に導入されたヤギ

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

東京には、国内でも有数の自然環境に恵まれた

が野生化して過剰に繁殖し、小笠原固有植物等が

島々があります。中でも、世界自然遺産である小

食害を受けている島があります。このため、土砂

笠原諸島は、東京から約1,000ｋｍ南に位置し、

が流出して、鳥類の繁殖やサンゴなどの海洋生物

過去に大陸とは陸続きでなかった海洋島であるこ

に影響が出ているほか、景観も損なわれています。

となどにより、独特の景観や多くの固有動植物を

こうした被害を食い止めるため、聟 島、媒 島、西

有しています。また、伊豆諸島の御蔵島は、周辺

島及び嫁島でノヤギの排除と植生の回復を図る事

海域にイルカが生息していることや、オオミズナ

業を進めてきました（嫁島ではＮＰＯが実施）。

ギドリの世界最大の繁殖地でもあること、数多く

むこ

なこうど

これらの島でのノヤギの排除は2003（平成15）

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

の巨樹、亜高山性植物が見られることなど、類い

年度で終了し、2004（平成16）年度からは兄島

まれな自然環境を有しています。

で、2008（平成20）年度からは弟島で実施し、

都は、貴重な資源を保護するとともに適正な利

この２島でもノヤギを根絶することができました。

用を図ることを目的に、小笠原諸島南島、母島石

現在、小笠原諸島でノヤギの生息する島は父島の

門一帯及び御蔵島で、東京都版エコツーリズムを

みとなっており、都は2010（平成22）年度から

推進しています。

排除に着手しています。

東京都版エコツーリズムでは、都が、優れた自
然特質を有し、保護と利用の両立を図らなければな

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

らない地域を指定した後、都と関係町村との間で利
用の経路、人数、時間などのルールや役割分担な

また、植生が損なわれた南島でも、2001（平成
13）年度から、植生回復事業を実施しています。
小笠原諸島南島扇池

どを定めています。地域内の利用には都認定の東
京都自然ガイドが同行し、自然解説や適正な利用
指導を行っています。また、ルールを適正に保つた
めに、モニタリングを継続的に実施しています。

環境施策の横断的・総合的な取組

小笠原諸島の野生動植物の保護
小笠原諸島のアカガシラカラスバトなど、特に
保護すべき生物については、生息・生育地の環境
を回復させながら、保護増殖事業を進めています。
アカガシラカラスバトは、恩賜上野動物園にて

東京都レンジャーの活動

2002（ 平 成14） 年 に 初 め て、 繁 殖 に 成 功 し、

東京の自然公園などでは、観光客や登山客等の

2016（平成28）年３月現在36羽（うち10羽は多

マナーを守らない不適正な利用（ごみのポイ捨て、

摩動物公園）を飼育しています。

登山道でのマウンテンバイク使用等）や希少な植

資

このほか、小笠原諸島では、貴重な固有種を保

物の盗掘など、自然を「利用」することに伴う問

料 編

護・育成するため、本来生息していなかった外来

題が発生しており、自然の保護と利用のバランス

種を駆除するなどの対策も行っています。

が崩れかけています。しかし、このような不適正
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な利用に対し指導を行う体制が十分ではなく、適

また、植物の盗掘等不正行為の監視及び是正指導、

切に対応しきれていない状況にありました。

指導標、案内板等自然公園施設の点検及び危険箇

このため、2004（平成16）年度に、東京都内

所の応急補修などの業務を行っています。現在、
小笠原諸島に９名、多摩地域に16名をそれぞれ配

護と適正な利用・管理を行う目的で、都独自のレ

置し、各地域の特性に合わせて業務内容の重点を

ンジャー制度を創設しました。

変え、東京における自然の保護と適正な利用・管

レンジャー（ranger）とは英語で「歩き回る人」

理の促進を図っています。

を意味する言葉ですが、自然公園を中心とした地

また、2006（平成18）年度から都が実施する

域を巡回して、観光客や登山客などの利用者に対

養成講座等を受講したサポートレンジャーが、東

する利用マナーの普及啓発及び指導を行います。

京都レンジャーと一体となって活動をしています。

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

業務風景

小笠原諸島

ＩＣＴを活用した普及啓発
都ではＩＣＴを活用した自然環境情報の発信を
促進しています。これまでに、スマートフォンや

民 間財団との協働による環境体験学習
事業の実施
都と一般財団法人セブン−イレブン記念財団は、

説した「レッドデータブック東京」を閲覧できる

し、八王子市川町の緑豊かな都有地（約27ha）に

ようにホームページを整備するとともに、危険な

おいて、都として初めて民間の資金やノウハウを

特定外来生物について、特設サイトを開設して、

生かし、拠点施設を構え、協働による自然環境保

その危険性や見分け方等を掲載し、被害の未然防

全・環境体験学習事業を開始しました。

止に努めています。

2014（平成26）年度末までに、管理棟や上下

料 編

2014（平成26）年６月27日に協定書を取り交わ

資

タブレットで都内における希少な野生動植物を解

環境施策の横断的・総合的な取組

環境学習や普及啓発の推進

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

多摩地区

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

の自然公園を中心とした地域における、自然の保
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水道などの拠点施設整備を終え、名称を「高尾の

観察体験や、間伐、下草刈等の森林ボランティア

森自然学校」とし、2015（平成27）年４月10日

体験、間伐材を活用したクラフトワークショップ

に開校式を行いました。

など環境体験学習プログラムを実施しています。

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

「高尾の森自然学校」では、土日を中心に、広く
都民一般の方々を対象に、野鳥や植物などの自然
事業のスキーム
東

京

都

【役割】
・基本方針策定
・施設整備 等

協働事業

協

力

また、緑地内の希少動植物の保護や生態系の調
査・研究なども行っていきます。
高尾の森自然学校 管理棟

セブン-イレブン
記念財団
【役割】
・学習や体験活動の
メニュー提供 等

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

八王子市

草木観察

はたらく馬フェス

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保
環境施策の横断的・総合的な取組

花と緑の東京募金の運営
次世代を生きる子供たちにかけがえのない緑を

花と緑のおもてなし

緑をまもる人材育成

引き継ぐためには、都民一人ひとりが主体的に緑
に関心を持ち、緑を育て、守っていくことが重要
です。
新たな協働の仕組みとして2007（平成19）年
10月 に 創 設 し た「 緑 の 東 京 募 金 」 を 引 き 継 ぎ、

「花と緑の東京募金」
を活用する４つの事業

2016（平成28）年７月より「花と緑の東京募金」
資

を開始しました。「花と緑の東京募金」は、都民や

料 編

企業など社会全体で、東京を花と緑あふれる都市
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にするための募金です。

校庭の芝生化

花粉の少ない森づくり

ECO-TOPプログラムの実施

者が登録されています。

自然環境保全に関する人材育成のため、幅広い
知識と専門性を備え、アクティブに行動できる人

（ＨＰ）https://www.eco-top.jp/index.php
（Facebook）https://www.facebook.com/ecotop.tokyo

ECO-TOPプログラム認定大学

の受入を促進するため、ECO-TOPプログラム（人

（2017（平成29）年４月現在）

材育成・認証制度）を行政・大学・企業・ＮＰＯ

首都大学東京・玉川大学・千葉大学・東京農工大

等の連携により実施しています。

学・法政大学・桜美林大学・武蔵野大学

2017（平成29）年３月末までに214名の修了

認証のしくみ（都）

育成するしくみ（大学）
知

識

１
自然科学

社会科学

審査会で

「ＥＣＯ-ＴＯＰ
プログラム」として

人文科学

課程を認定

◎現場実践に必要な知識とアクティブな行動力
○様々な主体が協働したインターンシップ

能力判定の実施

○既存の学問体系にとらわれないカリキュラム

２
プログラム修了者を登録

アクティビティー
業

ＮＰＯ
行

政

３

社会貢献活動への参加

◎人材のネットワーク化と
フォローアップの実施

森林保全実習など

○修了者・各主体の連携強化
○知識の更新とレベルアップ

自然公園等における現場実習

人材の
輩出

人材の活躍
〈行政〉
・レンジャー（都、国、他県）、環境行政系公務員（国、地方自治体、監理団体）
〈企業〉
・自然環境系企業、一般企業のＣＳＲ・環境部門の社員

環境施策の横断的・総合的な取組

企

快適な大気環境、良質な土壌と
水循環の確保

〈自然環境保全のための人材育成
プログラム〉

自然豊かで多様な生きものと
共生できる都市環境の継承

人材育成・認証制度

３Ｒ・適正処理の促進と
「持続可能な資源利用」の推進

材を育成するとともに、様々な主体における人材

スマートエネルギー都市の実現
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〈ＮＰＯ、ＮＧＯ〉
・指定管理者、エコツーリズム受託者

料 編

行政・企業・ＮＰＯが協働し、自然環境保全への取組を加速

資

〈その他〉
・自然環境系研究者、大学教員、ジャーナリスト
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