
水とみどりは、多くの人々にやすらぎを与え、潤いをもたらすだけでなく、環境保全、防災、景観形
成、観光・レクリエーションなど多面的な機能を持っており、本市では、みどりを確保するために緑地
保護地区の指定や「八王子みどり市民債」の発行による緑地の公有化などの取り組みを進めてきました。
これらの機能を効果的に発揮するために、みどりに関する施策を総合的・体系的にとりまとめた「八
王子市みどりの基本計画」や健全な水循環系の再生に取り組む「八王子市水循環計画」などと連携し、
まちと自然とのつながりを深め、生活の様々な場面で水とみどりを活かす都市づくりを目指します。
都市景観においては、「八王子市景観計画」の実現に向けて、地域の多様な魅力をバランスよく発揮
させ、未来に贈る優れた都市景観づくりを進めています。
個性豊かで魅力ある都市空間の創出や身近な住環境のさらなる質の向上が求められる中で、持続的
に都市の魅力づくりや良好な景観づくりを進めるにあたり、歴史、文化、自然、山並み、まちなみな
どの地域の多様な魅力を活かし、つなげ、人々を惹きつける八王子らしい景観づくりを目指します。
都市環境においては、河川の水質改善に向けて下水道の整備を完了させるとともに、ごみ収集の有
料化や戸別収集、資源化施設の整備など、次世代に引き継ぐ良好な都市環境の保全と創出に寄与する
取り組みを進めています。
これらの取り組みを活かし継続するとともに、さらに地球環境問題などへ対応していくために、「八
王子市環境基本計画」及び関連計画などと連携を図り、都市の低炭素化に向けた総合的な施策展開を
目指します。
そのためには、地域固有の自然や風土を背景としたバランスのとれた環境保全と市街地整備の実現、
施策間の連携による総合的な取り組みを展開します。

 方針の体系 

地域資源を活かし、つなげ、さらに進化させる
「潤い」の都市づくり方針（みどり・都市景観・都市環境）

（１）水とみどりの拠点・軸の形成
オープンスペース拠点の形成

水とみどりの軸の形成
観光・交流エリアの形成

（2）身近なみどりをつくる・つなぐ・活かす
中心拠点におけるみどりの創造

市街地における水とみどりの環境づくり
歴史的なみどりの保全と活用

（3）自然緑地や生きものをまもる・活かす
山林・里山の保全と活用

農地の保全と活用
生物多様性への配慮

（4）魅力ある都市空間を創出する景観づくり
都市の顔となる景観づくり

みどりの軸における景観づくり
水とみどりの空間を活かした景観づくり

（5）豊かな自然・歴史・文化資源を活かした景観づくり
山並みと里山をまもる・活かす

川と湧水を活かす
歴史的資源とまちなみをまもる・活かす

伝統行事をまもる・活かす
（6）都市の低炭素化に向けた総合的な施策の展開

低炭素都市づくり
多様なエネルギーの利用促進

（7）水循環機能の再生と資源循環の促進
水資源の保全と再生
良好な水質の保全

下水道機能の維持・向上
資源循環の促進
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（1）水とみどりの拠点・軸の形成

まちと自然が重なり合う地形的・流域的特性を活かして、水とみどりの多面的な機能を発揮するた
め、核となる拠点と連続性のある軸の形成を図り、都市の潤いに資する水とみどりのネットワークづ
くりを目指します。

（2）身近なみどりをつくる・つなぐ・活かす

主要駅周辺では、地域の顔にふさわしい身近なみどりを創造するとともに、駅と身近なみどり、地
域の歴史的なみどりなどの資源をつなぐネットワークづくりを進めます。また、市民が気軽に憩い、安
らげる場として公園の整備や維持管理を進めて、防災の観点からも身近なオープンスペースの確保に
努めるとともに、市民や企業などとの連携により、公共空間や民有地の緑化とその保全を図ります。

 オープンスペース拠点の形成
大規模な公園や緑地は、スポーツ・レクリエー
ションの場や災害時の避難場所として整備・有効
利用を進めて、多面的な機能を有するオープンス
ペース拠点の形成を図ります。

 水とみどりの軸の形成
浅川などの主要な河川は、自然環境の保全とと
もに親水空間としての活用により、山林や里山と
市街地をつなぐ水辺の軸の形成を図ります。
また、甲州街道（国道 20 号）などの主要な幹
線道路は、街路樹の保全や沿道の緑化により、市
域の縦・横をつなぐみどりの軸の形成を図るとと
もに、山地や丘陵地のみどりと市街地周辺の斜面
緑地などの保全により、市街地の背景となるみど
りの環の形成を図ります。

 中心拠点におけるみどりの創造
中心拠点では、市街地再開発事業等と連携して
限られた空間を有効活用し、都市景観と調和した
質の高いみどりを創造します。

 市街地における水とみどりの環境づくり
中心拠点を取り囲む市街地では、自然環境とふ
れあえる身近なみどりの確保や浅川の水辺の活
用、湧水の復活を進めます。また、八王子湧水ネッ
クレス構想にかかわる湧水は、再生とともに、こ
れらをつなげてまちの魅力を創出する取り組みを

 観光・交流エリアの形成
高尾山観光の玄関口である高尾駅や高尾山口駅

周辺を起点として、自然環境や歴史・文化資源、
水とみどりのネットワークと豊富な観光・レクリ
エーション資源を活かした観光・交流エリアを形
成し、地域振興と広域的な観光振興を図ります。

進めます。
民有地では、生け垣づくりや緑地協定の締結な

どにより緑化を促すとともに、崖線部の斜面林を
はじめとする良好な樹林地では、特別緑地保全地
区や斜面緑地保全区域などの法的規制による保全
を図ります。
市街地の背景となる丘陵地に立地する大学等の

みどり豊かなキャンパスは、多面的な機能を有す
る広大なオープンスペースとして保全を図ります。

地形的・流域的特性
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（3）自然緑地や生きものをまもる・活かす

まちづくりアンケートでは、多くの市民の皆さんが魅力を感じる場所として山林などの自然環境を
あげています。
このように、都市空間にゆとりと潤いを与え、定住意向や居住地選択にも影響を与える魅力豊かな
自然環境の維持・継承に向けて、生物多様性へも配慮しながら、近隣自治体との広域性や地域特性に
応じた適正な保全と活用を図ります。また、多面的な機能を有する農地についても、地域特性に応じ
た保全と活用を図ります。

 山林・里山の保全と活用
高尾山から陣馬山、今熊山にかけての広大な山
林は、広域的な水源涵養機能や観光・レクリエー
ション機能など多様な役割を担っているため、観
光・交流エリアとして有効活用を図る一方で、豊
かな自然環境を保全するため、法的規制による国
定公園や都立自然公園、保安林などの適正な維持・
管理を図ります。
特に、良好な自然環境を有しながらも法的担保
のない北西部の山林は、都市緑地法等による土地
利用規制の強化を図り、開発行為の抑制と適正管
理に努めます。
また、丘陵地と谷戸が入り組んだ地形を呈して
いる里山は、特別緑地保全地区や緑地保護地区な
どによる法的規制や市民緑地制度、保全の重要性
や必要性の理解促進に向けた里山体験講座などを
活用して、多様な動植物の生息空間、市街地を取
り囲む連続した自然緑地として保全を図ります。

 農地の保全と活用
市街化区域内に分布する農地は、都市の景観や
多様な生きものの生息環境、災害時の避難場所や
延焼遮断などの防災、土に親しみ農を楽しむ教育・
レクリエーションなど、多面的な機能を有する
オープンスペースとして、生産緑地地区の追加指
定や適切な肥培管理などにより、機能の永続的な

 歴史的なみどりの保全と活用
八王子城跡など歴史的背景を持つみどり、御衣
公園や多摩御陵周辺など自然豊かな風致を有する
みどりは、八王子らしさを表現する地域資源、市
民の憩いの場として保全と活用を図ります。

保全を図ります。
また、市街化調整区域に分布する農地は、地域

振興や観光農業の観点から、農業者の育成や遊休
農地の活用支援などによる農業基盤の強化、農作
物の地産地消の仕組みづくりなどを促進すること
により、農業関連施策と連携した都市型農業を推
進し、農地の保全と活用を図ります。

 生物多様性への配慮
地域固有種を含む多様な動植物が生息・生育す

る八王子の自然環境は、市の貴重な財産であり、
積極的にその保全を図ります。また、市街地内の
河川や池、湧水については、生態系に配慮した自
然空間の創出とともに、水辺環境づくりを進めて
都市の魅力向上に努めます。

また、市街地に点在する歴史的な背景を持つ社
寺林や屋敷林をはじめとする民有地のみどりは、
都市の貴重なみどりの保全に向けて市民緑地制度
の活用などを検討します。

小比企町の農地
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（4）魅力ある都市空間を創出する景観づくり

市街地の背景となるみどりと山並みを活かし、都市の顔として風格と活気に満ちあふれ、都市の誇
りと人々の交流を高める八王子らしい景観づくりを進めます。

（5）豊かな自然・歴史・文化資源を活かした景観づくり

多くの山並みや里山、河川や湧水などの水辺空間の保全を図りながら、豊かな自然環境を活かした
景観づくりを進めます。また、優れた景観資源である歴史的建造物の保全や伝統行事などの継承とと
もに、都市の魅力を高めるため、周辺環境と一体感のある景観づくりを進めます。

 都市の顔となる景観づくり
中心拠点や南大沢駅周辺などの地域拠点では、
地域の多様な魅力や資源を活かし、都市の顔にふ
さわしい景観形成を図ります。
建築や開発計画に際しては、景観計画に定めた
景観形成基準による規制誘導や屋外広告物条例に
よる屋外広告物の規制、個別のまちづくり方針な
どを活用し、市街地の背景となるみどりと山並み
を意識した魅力ある景観形成を図ります。

 みどりの軸における景観づくり
甲州街道（国道 20 号）などの主要な幹線道路

 山並みと里山をまもる・活かす
高尾山や陣馬山をはじめとする山並みや自然環
境は、貴重な景観資源として保全と活用を図りま
す。また、里山や農地についても、多面的な機能
を有する景観資源として保全と活用を図ります。

 川と湧水を活かす
浅川をはじめとする多くの河川は、自然環境に
配慮しつつ、親水性を兼ね備えた景観形成を図り
ます。また、河川沿いの建築物などについては、
眺望への配慮と周辺の景観と調和を図ります。市
内に点在する湧水は、再生と保全を図りつつ、周
辺の景観に配慮した散策ルートづくりなどを進め
ます。

は、周辺環境との調和や眺望に配慮し、都市の顔
としてふさわしい連続性や一体感のある景観形成
を図ります。特に、甲州街道や桑並木通り、とち
の木通りなどは、みどり豊かな風格のある沿道の
景観形成を図ります。

 水とみどりの空間を活かした景観づくり
公園や緑地、湧水、河川などの水とみどりの空

間を活かし、豊かな地域資源をつなぐルートづく
りなど、住環境の質を高めるとともに、人々が集
い潤いが感じられる景観形成を図ります。

 歴史的資源とまちなみをまもる・活かす
八王子城跡をはじめとする史跡・遺跡や、寺社

などの歴史的建造物は、歴史的環境に気軽に触れ
合える場として、個性ある景観資源の保全と活用
を図ります。また、旧甲州街道やかつての面影が
残る歴史的まちなみについては、地域の優れた景
観資源として保全と活用を図ります。

上恩方町の里山
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 伝統行事をまもる・活かす
本市に伝承されている祭などの伝統行事は、そ

の由来や地域の文化を後世に伝える貴重な財産、
地域の物語として守り育てていきます。

（6）都市の低炭素化に向けた総合的な施策の展開

都市の低炭素化に向けて、中心拠点の市街地再生におけるエネルギーの面的利用や建築物の効率的
なエネルギー利用、交通分野における公共交通の充実や多様な交通手段の導入、CO2 吸収源としての
みどりの保全・機能維持など、施策間の連携や市民・事業者等とも連携を図りながら、総合的な取り
組みを展開します。

（7）水循環機能の再生と資源循環の促進

人が憩い、やすらぎ、多様な生きものが生息し、まちを潤す水辺の機能を守るため、湧水や河川に
清らかで豊かな水量を確保する取り組みを進めます。また、環境への負荷低減に配慮した、より一層
の循環型社会への取り組みを進めます。

 低炭素都市づくり
将来都市構造の実現に向けて、都市拠点や幹線
道路沿道、鉄道沿線への日常生活に必要な施設・
サービスの誘導とともに、多様な交通手段の充実
を図るなど、利便性の高い生活圏の形成とともに、
公共交通をできるだけ利用する交通環境を整え、
効率的なエネルギー利用が図れる低炭素都市づく
りを進めます。

 水資源の保全と再生
湧水や河川に豊かな水量を確保するため、地下
水の涵養を図る雨水浸透施設の設置促進や水田、
畑地の活用などを進めます。また、雨水貯留によ
る雨水利用を進めます。

 良好な水質の保全
公共下水道への接続や下水道整備対象区域外の
高度処理型浄化槽の設置などを進めて、河川や水
路の水質保全を図ります。

 多様なエネルギーの利用促進
都市拠点等では、再生可能エネルギーの導入や

省エネルギー化を面的に進めて、都市の自立に資
する多様なエネルギーの利用を促進します。また、
住宅、事業所、公共施設、大学等における再生可
能エネルギーの導入や省エネルギー化、コージェ
ネレーションシステム等の高効率機器の導入など
により、建築物の環境性能の向上を促進します。

 下水道機能の維持・向上
都市の健全な発達と安定的かつ効率的に下水道

事業を運営するため、下水道施設の長寿命化や単
独公共下水道の多摩川右岸秋川流域下水道への編
入を進めます。

 資源循環の促進
環境への負荷低減に配慮した循環型社会の形成

をより一層推進するために、さらなるごみの発生
抑制や資源化、廃棄物の適正処理を進めます。ま
た、民間事業者による廃棄物処理施設等の設置に
あたっては、施設特性と周辺環境への影響を踏ま
えた適正な誘導に努めます。
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昭島市

福生市

相模原市

町田市

日野市

多摩市

あきる野市

加住北丘陵

加住南丘陵

舟田丘陵

小比企丘陵

多摩丘陵

元八王子丘陵

恩方丘陵

城山

醍醐丸

陣馬山

今熊山

影信山

高尾山

川口丘陵

川口川

谷地川

秋川

多摩川

浅川

山田川

兵衛川

大田川

大栗川
湯殿川

案内川

大沢川

御霊谷川

山入川

南
浅

川

醍醐川

城
山

川

小津川

上川緑地上川緑地

八王子緑地八王子緑地

小田野中央公園小田野中央公園

久保山公園久保山公園

小宮公園小宮公園

清水公園清水公園

横川下原公園横川下原公園

陵南公園陵南公園

万葉公園万葉公園

片倉城跡公園
片倉つどいの森公園

片倉城跡公園
片倉つどいの森公園狭間公園狭間公園

殿入中央公園殿入中央公園
宇津貫緑地宇津貫緑地

長沼公園長沼公園

大塚公園大塚公園堀之内寺沢
里山公園

堀之内寺沢
里山公園

富士見台公園富士見台公園

長池公園長池公園

上柚木公園上柚木公園

小山内裏公園小山内裏公園

夕やけ小やけ
ふれあいの里

富士森公園富士森公園

滝山公園滝山公園

高尾山口

八王子城跡

今熊神社

滝山城跡

高尾高尾
北野北野

南大沢南大沢

八王子みなみ野八王子みなみ野

四谷四谷

八王子 IC八王子 IC

【水とみどりの拠点・軸】　　　

　　　 水辺の軸

　　　  みどりの軸

　　　  みどりの環

　　　  観光・交流エリア

　　　  オープンスペース拠点

【守られている自然環境】

               自然公園地域・保安林・国有林＊1 

               緑地保全地域＊2

　　　  農用地区域＊1

【地形的・流域的特性】

　　　 山並み・稜線

　　　  河川

　　　  谷戸地形＊3

【活かす主な資源】　　　

　　　 八王子湧水ネックレス構想

　　　  ハイキング・登山コース＊4 

【地域の顔となる場所】

　　　中心拠点

　　　 地域拠点

　　　 沿道集落地

【標高＊5】

＊1  国土数値情報（H23 年度）
＊2  緑地保全地域の指定状況（H25.3　東京都）
＊3  谷戸保全基礎資料報告書（H21 年度　東京都）
＊4  都市計画基礎調査（H25 年度　八王子市）
＊5  国土地理院 基盤地図情報（H24 年時点）
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地域資源を活かし、つなげ、さらに進化させる「潤い」の都市づくり方針図

54Ⅳ　都市づくりの方針




