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1.　はじめに

　大田区では、平成 23 年 3月に大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」を策定し、「みどり　あ
ふれる　未来ＣＩＴＹ　おおた」を目指した「みどりのまちづくり」に取り組んでいます。
　区内では、住宅地の緑や自然緑地の減少が進み、ヒートアイランド現象などの都市気候の変化や二酸
化炭素削減などの地球規模での環境問題を視野に入れた「みどりのまちづくり」の推進が迫られていま
す。そして、緑化推進の重要性の高まりとともに、区民一人ひとりの緑に対する関心も高まっています。
　このような状況の中で、平成 24 年 12 月に新たな「みどりのまちづくり｣ 推進の礎となる「大田区み
どりの条例」を制定し、区内での建築行為等を行う場合の緑化計画書制度についても見直し拡充をいた
しました。この「緑化計画の手引」は、区内で建築行為等を行う区民、事業者、施主などの皆様方に、
区内での緑化推進の意義をご理解いただくとともに、より効果的な緑化推進を図るために作成いたしま
した。
　建築行為等での緑化推進にあたり、区とともに水と緑の環境軸形成やみどりの拠点づくりに貢献して
いくことや、近隣の建物や植栽とのバランスなどを考えたまちの景観に配慮した地域に愛される緑を創
り上げていくことは、建築物等の価値を高め、地域の価値を高め、後世に誇るまちづくりへとつながり
ます。
　また、大規模な敷地の開発にあたる企業や事業者の皆様には、屋上緑化や壁面緑化等を含めた質の高
いみどりを創造することが地域貢献につながり、環境対策やＣＳＲ報告書等の特記事項ともなりますの
で、特段のご協力をお願いいたします。
　本誌をご参考に、これらの理念を活かした緑化推進に取り組み、大田区の「みどりのまちづくり」に
ご協力いただけますようお願い申し上げます。

※地域の区分は概ねの境を示したものです。
　このため、地域の境界は相互に重なって表現されています。 中央防波堤埋立地の帰属については、

まだ決定していません。

６つの地域区分

台地部地域 大 森 地 域

蒲 田 地 域

多摩川沿い地域

糀谷・羽田地域

空港臨海部地域
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みどりの骨格となる国分寺崖線、南北崖線沿
いのみどりや多摩川沿い、呑川沿いのみどり
の保全・創出

みどり豊かな住環境を保ち続けられるみど
りのまちづくりの推進

呑川緑道を中心とした地域内のみどりをつ
なぐネットワークづくりの推進

公園不足地域（ 南千束三丁目付近など ）の
解消に努め、地域の魅力を活かした公園 ・
緑地の整備

５つのみどりの拠点（洗足池周辺、多摩川台
公園周辺など ）の保全 ・ 再生

多摩川につながる水とみどりを活かした
みどりのまちづくりの推進

旧六郷用水を活かしたネットワークづくり

公園不足地域（下丸子一丁目付近など）の
解消に努め、地域の魅力を活かした公園・
緑地の整備

みどりの骨格となる国分寺崖線、南北崖線
沿いのみどりや多摩川沿いのみどりの保全
・創出

２つのみどりの拠点（六郷橋・大師橋緑地
周辺、鵜の木周辺）の保全・再生

呑川や幹線道路を活かした地域のみどり
の骨格づくり

賑わいと活力の中に潤いを感じるみどり
のまちづくりの推進

地域内の回遊性を高める市街地のネット
ワークづくり

公園不足地域（ 池上七丁目付近など ）の
解消に努め、地域の魅力を活かした公園・
緑地の整備

地 域 別 方 針

台地部地域

多摩川沿い地域

蒲田地域

豊かな自然と潤いのある住環境がつながる
みどりのまち

多摩川を活かした水辺の環境が、区民の余暇を支える
みどりのまち

世界に開かれた、賑わいと活力の中に潤いを感じる
みどりのまち

イチョウ並木

　多摩川や南北崖線、国分寺崖線などの豊かな緑を保全し、緑豊かな住

環境を守るために緑の減少をくい止め、公園・緑地の整備や呑川沿いな

どの散策路整備を進め、「豊かな

自然と潤いのある住環境がつな

がるみどりのまちづくり」を推進

します。

多摩川下流

　多摩川の水辺と広大な緑地や崖線の緑を活かしつつ、雑色駅周辺の

地域拠点づくりや住工調和型市街地整備に伴う緑化推進や公園・緑地

整備などに取組み、多摩川につ

ながる道路の並木や緑道、そして

周辺市街地のみどりが一体にな

った「多摩川を活かした水辺の

環境が、区民の余暇を支えるみど

りのまちづくり」を推進します。

呑川沿いの桜

　蒲田駅周辺地区グランドデザインに基づく呑川沿いのみどりを活かし

た水と緑のある潤いを感じる中心拠点整備や東蒲田や新蒲田周辺の住工

調和型市街地整備、東蒲田を含む

大森中地区の防災まちづくりによ

る緑化推進や公園・緑地整備など

に取組み「世界に開かれた、賑わ

いと活力の中に潤いを感じるみど

りのまちづくり」を推進します。
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安全・安心を育む、おもてなしのみどりの
まちづくりの推進

市街地から海へとつづく水辺を活かした
ネットワークづくり

公園不足地域（西糀谷一丁目付近など）の
解消に努め、地域の魅力を活かした公園・
緑地の整備

羽田空港跡地のみどりづくり

みどりの骨格となる羽田から大森南までの
運河沿いと多摩川、呑川沿いのみどりの保
全・創出

２つのみどりの拠点（森ヶ崎周辺、六郷橋
・大師橋緑地周辺）の保全・再生

おもてなしのみどりのまちづくりの推進

水上交通を含めたネットワークの検討・形成

海辺の魅力を活かした公園・緑地の整備

羽田空港跡地のみどりづくり

みどりの骨格となる大森ふるさとの浜辺公
園から城南島、東海までの運河沿いのみど
りの保全・創出

３つのみどりの拠点（大森ふるさとの浜辺
公園、大井ふ頭中央海浜公園周辺など）の
保全・再生

賑わいと、歴史・文化のみどりのまちづくり
の推進

内川を中心とした地域内のみどりをつなぐ
ネットワークづくりの推進

公園不足地域（山王二丁目付近など）の解
消に努め、地域の魅力を活かした公園・緑
地の整備

みどりの骨格となる南北崖線沿いのみどり
や平和島運河沿いのみどりの保全・創出

２つのみどりの拠点（山王周辺、大森ふるさ
との浜辺公園周辺）の保全・再生

大森地域

空港臨海部地域

糀谷・羽田地域

暮らしを感じる賑わいと、浜風と文化のかおる
みどりのまち

海辺の水と緑に包まれた、世界につながる
みどりのまち

地域の活力と安全・安心が育む、おもてなしの
みどりのまち

　山王から馬込に続く南北崖線沿いの緑豊かな住環境を守るとともに、

歴史と文化を感じる大森駅周辺の中心拠点整備や、大森東・南等の住工

調和型市街地整備、大森中地区

の防災まちづくりなどによる緑化

推進や公園・緑地整備などに取

組み、「暮らしを感じる賑わいと、

浜風と文化のかおるみどりのま

ちづくり」を推進します。

大森ふるさとの浜辺公園

　海上公園を核とした海辺のみどりの拠点づくりや貴重な干潟の保全や

人工海浜や緩傾斜護岸などによる海辺の自然環境の復元、再生を推進し

ていくとともに、海辺の賑わいを

生むみどりの拠点づくりや内陸

部からつながる水と緑のネット

ワークづくりをさらに進め、「海辺

の水と緑に包まれた、世界につ

ながるみどりのまちづくり」を推

進します。 城南島海浜公園

　羽田空港跡地のまちづくりや拠点公園・緑地

の整備とともに、大規模工場跡地開発に合わ

せたみどりの確保に努めます。国際空港の玄関

口にふさわしいみどりづくりを進めるとともに、

地域内の安全・安心を高める防災まちづくり事

業などを通して、「地域の活力と安全・安心が育

む、おもてなしのみどりのまちづくり」を推進し

ます。

萩中公園


