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Ⅰ はじめに

町田市の北部丘陵地域は、多摩ニュータウンと町田市の既成市街地との
間に位置し、谷戸と尾根によって構成される南斜面の丘陵地です。また、
鶴見川の源流域となっている他、多摩丘陵の原風景を残す自然環境豊かな
地域であり、小野路宿に代表される歴史的資源も点在する広域的にも貴重
な地域です。

北部丘陵地域内の小野路西部地域(105ha)及び小山田地域(275ha)におい
ては、住宅供給を主要な目的とする都市公団施工の土地区画整理事業を予
定していましたが、小野路西部地域は平成 14年８月、小山田地域は平成 15

年７月に事業中止が決定しました。地域の現状は、農業者の高齢化や後継
者不足から、耕作放棄地が増大し、残土埋立てや不法投棄、面積の約３割
を占める都市再生機構(旧都市公団)の区画整理事業用地が散在しているな
ど、荒廃が進んでいます。

現在、緑地や農地が有する癒しや憩いなどの多面的な機能や意義が見直
されています。そこで、地域の貴重な資源である農と緑の保全と活用を基
本として、地域住民、農業団体、消費者団体、市民団体、学識経験者、地
権者からなる懇談会を開催し、広域的視点から地域のあり方を検討しまし
た。

町田市では、この懇談会の提言を受け、「北部丘陵まちづくり基本構想」
を策定しました。
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Ⅱ 北部丘陵地域の概要と課題

1．地域の概要と広域的位置づけ

1 小野路西部地域・小山田地域のまちづくりの経緯

北部丘陵地域のうち小野路西部地域と小山田地域については、当初、都市基盤整備

公団による土地区画整理事業によってまちづくりを推進する計画でしたが、小野路西

部地域では平成 14 年 8 月、また、小山田地域では平成 15 年 7 月に相次いで土地区画

整理事業の中止が決定しました。

そこで、両地域のまちづくりについては、平成 15年度に町田北部丘陵まちづくり検

討会を発足してまちづくりの方向性を検討するとともに、平成 16年度からは町田市環

境・産業部に北部丘陵整備課を新設して、北部丘陵のまちづくり基本構想の策定に向

けて「北部丘陵まちづくり基本構想に関する懇談会」を設置しました。

2 北部丘陵地域の位置と現況

北部丘陵地域は、東京都心から直線距離で約 35km、町田駅から北に約 6km、多摩

センター駅から南に 3km に位置する多摩ニュータウンと町田市の既成市街地との間に

ある約 970ha の丘陵地帯です。谷戸部の旧道沿いに既存集落が形成されて、その後背

斜面地に小規模な農地が分布しており、丘陵部は農地と山林が混在分布していますが、

農地の耕作放棄地化が進行しています。全域が鶴見川水系に属し、その源流域は小山

田地域にあり、市内では最も生物相の豊かな小流域が連なるエリアです。

小野路西部地域は、面積約 105haのうち 75％を山林が占めており、農地利用は約 15

％です。法的土地利用規制においては、90％以上が市街化調整区域に含まれています。

小山田地域は、面積約 275haのうち 70％以上を山林が占めており、農地利用は約 18

％です。法的土地利用規制においては、約 93％が市街化調整区域に含まれています。

3 上位計画による町田北部丘陵の位置づけ

首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン（H16.3.自然環境の総点検等に関す

る協議会）や鶴見川流域水マスタープラン（H16.8.鶴見川流域水協議会）において、

町田北部丘陵は、鶴見川水系を軸とした樹林地・農地のネットワーク形成を担う「ま

とまりのある樹林地・農地の核」と期待されています。

町田市基本構想・基本計画（H16.3.町田市）において、町田市北部・西部丘陵地へ

の施策の方向は、体験農業の仕組みづくり、谷戸山の保全活用の仕組みづくり、農を

通じて交流する仕組みづくり、農への新規労働力参入の仕組みづくりをあげています。
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北部丘陵地域の広域的位置図
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2．地域の現状認識と課題

◎ 北部丘陵地域は、三浦半島から多摩丘陵までの、首都圏における広域的な緑の

ネットワーク（グリーンベルト）の一角を形成しています。こうした広域的な緑

のネットワークは、都市化が進む首都圏にあって、今後とも引き続き、緑地や農

地が有する防災や治水のみならず癒しや憩いの空間など多面的機能を確保するこ

とにより、住みやすく持続的な都市環境形成をもたらす地域として都市住民に期

待されています。

このような広域的条件を踏まえ、北部地域の貴重な資源である農と緑の保全と

活用のために、地域の置かれた現状並びに解決すべき課題とは何かを整理します。

1 将来の土地利用方針・実現化方策

都市再生機構（旧都市公団）による区画整理事業中止が決定され、事業用地として

買収された山林や仮登記農地が散在している。また、北部丘陵地域は市街化調整区域

のため、住宅などの都市開発は原則認められていない。さらに、地区の相当分を占め

る農林地は、就農者の高齢化と後継者不足により、荒廃が進んでいる。よって、現状

放置した場合、土地利用の混乱、農村景観の悪化、農村コミュニティの継続が困難に

なることが懸念されている。

そのため、早急に北部丘陵地域に関する将来にわたる適切な土地利用方針を策定し、

必要な整備、保全、誘導施策等を推進する。そこには民有地も含め地域全体を保全・

活用できる事業推進主体が必要である。

→ 土地利用計画の策定と推進主体の提示

2 地域農業振興

北部丘陵地域は、谷戸と尾根によって構成される丘陵地であり、農作業は地形上、

機械による省力化には限界があり、加えて、農業をとりまく環境は、就農者の高齢化、

後継者の兼業化・不在化、周辺開発の影響から耕作放棄地の増加など、極めて厳しい

状況である。

営農意欲を向上させ、地域の農林資源を保全・活用するには、農道等の農地基盤整

備や営農を支援する組織や体制を導入する。さらに、意欲のある農家や新規就農者が

農業を維持・発展できる条件を整える必要がある。

→ 都市農業振興のための基盤整備と持続的経営の支援
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3 緑・水資源

北部丘陵地域においては、稀少動植物や生態系に恵まれている谷戸山、鶴見川源流

地域など、今後相当期間保全していくことが必要と認められる地域がある。

これらの地域はこれまで、緑・水資源と農地が混合分布し、一体的に管理されてき

たが、担い手農家の高齢化・不在化が進み、これら農家だけでは緑・水資源として利

活用を図っていくことが困難となってきている。

そのため今後とも相当期間、緑・水資源として確保すべき地域をまず定め、次いで

これら地域の公有地化を図ることなどにより、緑・水資源保全地域を確保するととも

に、その管理にあたっては行政のみならず市民が協働して行う持続的な管理システム

を構築していく必要がある。

→ 市民・行政の協働による保全緑地の確保と管理システムの構築

4 集落整備

北部丘陵地域は、谷戸山の水系ごとに斜面畑を伴う小規模な既存集落が、分散分布

している。市街化調整区域であったことや農業振興地域が設定されてこなかったこと

などから、田園居住にふさわしい居住空間整備がなされてこなかったのがこれまでの

経過である。今後は、自給的営農継続のための農道整備を含めて、豊かな自然や歴史

的遺産を活かした田園居住空間にふさわしい集落の整備が必要である。

→ 豊かな自然や歴史的遺産を活かした集落整備

5 農的環境

当地域は山林と農地が混在分布し自給的農業の継続によって、農的環境と緑・水資

源が一体的に谷戸山として維持管理されてきている。したがって、集落の後背地とな

っている谷戸山資源の保全や活用は、農家による営農や山林の農的活用の継続が基礎

となる。しかし、農家だけでは農と緑の資源利用が困難になっていることから、基盤

整備とともに、農や緑の活動に市民団体や市民の協力や参画を得て、持続的に地域資

源を管理していく組織や体制等を整備する必要がある。

→ 農的環境維持のための基盤整備と農家・市民協働による地域資源管理
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Ⅲ 基本構想

1．土地利用の方針

◎ 市民や地域の農家が北部丘陵地域の将来像についてのイメージを共有できるよ

うに、まちづくりのテーマを定め、まちづくりにおいては、土地利用の適正な配

置と誘導を図るために、4つのエリアに区分します。

□地域の将来像

まちづくりのテーマ

【農とみどりのふるさとづくり】

1 農の活性化エリア

●設定エリア

・小山田地域 ： 野中谷戸、平・トバ谷戸

・小野路西部地域 ： 馬場・東谷戸

●土地利用の方向

・露地野菜、園芸作物、果樹園等の広がる集団農場によって、都市農業の確立

を目指す。

2 緑の保全エリア

●設定エリア

・小山田地域 ： 田中谷戸、西山中谷戸

・小野路西部地域 ： 奈良ばい谷戸

●土地利用の方向

・緑の公的保有を推進して将来に引き継ぐ緑の景観や水源の保全を図る。
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3 集落整備エリア

●設定エリア

・既存集落の住居やこれに連担している分散農地。

●土地利用の方向

・田園居住空間にふさわしい集落の整備と営農の多様化を図る。

4 農と緑の利活用エリア

●設定エリア

・農地と山林が混在分布する谷戸山。

●土地利用の方向

・集落整備エリアや農の活性化エリアの後背地として、地形の骨格をなす主要

な尾根や谷戸の緑を維持する。

・地域資源循環を通じて、営農的土地利用と環境保全の調和を図る。

□土地利用区分の概念図

・交流拠点
   (源流保水の森）
　 (谷戸田再生）

・地域活性化拠点
・交流拠点
   （農業公園）
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2．緑地・水資源の保全と利活用の推進

◎ 緑・水資源の保全と利活用の推進のためには、緑地・水資源が有している公益

機能、北部丘陵地域の広域的位置付けなどを確認した上で、活用手法を検討し、

管理主体の明確化を図ります。

1 緑地等が有する公益的機能の活用

地域の特質である谷戸や谷戸山に広がる生態系の豊かさや稀少動植物資源、保水や

治水機能を持つ源流域の樹林地、奈良ばい・小野路西部の歴史文化風土資源を核に、

環境保全機能やレクレーション機能、景観形成機能等の緑地が有する多様な公益的

機能を活用します。

地域の緑地等資源の活用方針

公益的機能の区分 緑地等資源の活用方針

生物多様性保全機能 ・生態系の豊かさ指標(樹林地の多さ、地形の複雑さ、土
地改変の少なさ、広葉樹の割合等)の小流域評価が最も
高い小山田源流域エリアを中心に保全する。

・稀少生物(ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ・ｵｵﾑﾗｻｷ・ﾑｶｼﾔﾝﾏ・ｵｵﾀｶ・ﾑｻｻﾋﾞ・ｶ
ﾀｸﾘ群落など)を保全する。

地球環境保全機能 ・地域内の緑地・樹林地・農地等で、現状では地区面積の
概ね 9割が該当する。

土砂災害防止･土壌保全機能 ・樹林地等の急斜面地、尾根・稜線・谷戸を保全する。
・小山田地域南東部、小野路西部地域東部の土砂崩壊保安
林指定地区（面積 1.0ha）を保全する。

水源涵養機能 ・鶴見川源流の源泉や谷戸田、流域の樹林地等を保全する。

快適環境形成 ・地域内の緑地・樹林地・農地に加えて宅地内緑地等を活
用する。

保健･レクリエーション機能 ・奈良ばい道･城址裾の小道･谷戸の道･尾根緑道･源流泉の
広場周辺等の散策路や樹林の保全･利用を推進する。

・農地を市民農園・園芸療法農園等として利用する。

教育･歴史文化風土形成機能 ・教育資源となる学校林、学童農園･学校水田･体験農園､
水辺の環境学習の場となる河川･自然地等の保全・活用
を進める。

・歴史文化風土資源である正山寺･浅間神社･万松寺･小野
神社･小野路城址･小町井戸や道祖神･地蔵尊･埋蔵文化
財、墓地等を保全する。

・特徴的風土である谷戸や谷戸山等を保全活用する。

景観形成機能 ・奈良ばいの谷戸、源流域田中谷戸、西山中谷戸の谷
戸、農家集落、谷戸山景観を保全する。

・小山田東部風致地区エリアを保全する。
・シンボルツリーとなるクヌギ等の大木を保全する。

生産機能 ・谷戸山を利用して林産物等の生産を拡大する。
・農家や畜産農家と連動して堆肥活用を進めるなど。
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2 緑の拠点と水系のネットワーク形成

（1）広域に繋がる水と緑のネットワーク形成

・広域的な首都圏丘陵群（多摩・三浦丘陵群）ネットワーク、緑のフィンガーネット

ワーク（加治丘陵・長渕丘陵・加住丘陵・多摩丘陵）、鶴見川流域ネットワーク（鶴

見川河川環境軸からの小山田・小山田緑地・図師小野路・小野路・野津田・馬駆等

水と緑の拠点等の連携）、多摩ニュータウンの緑地軸や緑地拠点（長池公園）等に

繋がるように、北部丘陵の水と緑のネットワーク形成を目指します。

（2）「水と緑の拠点」形成

「源流・保水の森」

・小山田地域の鶴見川源流泉の広場、源流の森等（市取得地やその周辺地域約 70ha）

を公共的に整備・保全します。できるだけ地形の改変を避け、植生や生物の多様性

を回復し水系の保全に努めます。

・拠点施設としては、湧水の泉・広場・環境教育施設・メモリアル施設・ビオトープ

（自然の中の水辺空間）等の市民交流施設が考えられます。

「奈良ばい谷戸山環境再生地区」

・小野路西部地域のうち、図師・小野路歴史環境保全地域に連なる奈良ばい・小野路

城址周辺の貴重な緑・谷戸・地域文化を保全・継承し、さらに利活用していきます。

「西山中谷戸山環境再生地区」

・小山田地域の東部、西山中谷戸周辺の纏まった樹林地を保全・利活用していきます。

・当緑地拠点は、西側の野中谷戸・東側の尾根や善治が谷、更には図師小野路歴史環

境保全地域に繋がるネットワークの拠点となるので、保全と利活用（交流機能等）

の調和をとりながら整備します。

（3）緑と水の回廊（コリドー）形成

・環境軸となる鶴見川、谷戸や尾根道を骨格とし、その周辺に広がる地域資源・緑・

生態系・歴史・ふるさと景観・交流拠点などが連担する緑と水の回廊を形成します。

・保水･治水の森・生態系の森となるシラカシ群集自然林、コナラ・クヌギ群集二次林、

竹林等の纏まった樹林地を保全・管理します。

・回廊の連携を強化する歩行者路・散策路（尾根緑道、谷戸の道、よこやまの道、小

野路から小山田へ抜ける小道等）の整備・維持管理を推進します。
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3 多様な手法による緑の保全・利活用の推進

（1）多様な法・制度等の活用

・多様な法・条例・協定等を活用して、3 つの拠点地区を中心に地域全体の緑等を総

合的に保全・利活用します。

緑等の保全・利活用の手法と施策

対象地区 手法・施策

・都市公園（風致公園・都市緑地・借

拠 源流保水の森・治水の森 地公園等）や自然公園事業

点 公有地化の ・公共施設緑地化（環境保全型霊園等）

地 奈良ばい谷戸山環境再生地区 推進 ・歴史環境保全地域、里山保全地域、

区 緑地保全地域（都条例）の指定

西山中谷戸山環境再生地区 ・特定都市河川浸水被害対策事業

・学校林整備・活用推進事業

・共生林整備事業

民有地の ・民間施設緑地化

その他の地域内緑地等 公共的活用 ・風致地区・保安林・景観地区等指定

・緑地保全の森・市民の森・民有緑地

保全地域の指定

・新規条例等の創設

（2）拠点地区の公有地化の推進

・地域における公共用地や公有地の規模は少ないので(市取得地約 12ha)、行政による

拠点地区内民有林の取得の推進に努めます。

（3）マネージメント手法の導入

・緑地等の保全・利活用にあっては、従来型の事業・制度手法の適用だけでは、持続

的な保全・活用は難しい状況です。公園等施設を整備し、完了し、維持するという

観点から、改良・育成・再生等の持続して管理していく手法への転換が重要で、試

行・評価・フィードバック・管理プログラムなどの改良型管理手法を導入した持続

的な土地利用管理を目指します｡

（4）初動期からの市民参加手法の導入

・緑地等を持続して維持管理するには、今後の高齢社会のなかで、土地所有者と共に

最終受益者である市民も同様に分担しなければなりません。
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・今後の市民参加のまちづくりや地域管理に関わる市民団体活動では、更なる発展を

目指して活動への理解・役割り分担や責任を明確化するため、計画の初動期から市

民が関わりながら進めていくようにします。

（5）緑等の整備・管理等財源確保の手法の導入

・不足する整備・管理等財源に対し、新たな基金やファンドの創設、トラスト制度や

緑のオーナー制度の導入、民間資本の活用、企業によるメセナ（社会貢献）の拡大、

企業的収益の緑環境への還元、市民活動助成など、新たな方策を検討していきます。

4 緑の保全と利活用を担う主体の連携と設立

（1）地権者・市民・行政の交流型協働の推進

・地権者と行政の協働（行政側が地権者から用地を取得して緑地等を保全・利活用す

る、あるいは借地して借地公園・市民緑地・市民農園として公共的に開放し、活用

する）、市民と行政との協働（公園の維持管理等を市民が共同で担う制度等）を推

進し、さらに地権者・市民・行政が総合的に協働する体制への転換を図ります。

・3 者の協働は、行政側の整備や管理コストを削減し、地権者と利用や管理支援をす

る市民が直接的に交流し、相互支援・交流を通した地域コミュニティの活性化に繋

がります。

（2）NPOや市民活動団体、専門家･ＪＡ等支援グループ等との連携（ネットワーク形成）

・市民による緑地の保全・利活用活動の核となる NPOや市民活動グループ、技術的支

援を行う専門家グループ・ＪＡ組織等が相互に連携・ネットワーク化し、多様な地

権者活動・市民活動を支援する仕組みを確立していきます。

（3）包括的な緑地の管理を担う緑地管理機構等の創設

・緑地等の保全・利活用が制度的にも多様化してきているので、行政・地権者・市民

・専門家・支援組織等が相互協力し、地域の緑地・水系等（樹林地・農地・草地・

河川等）を包括的に保全・取得・整備・維持管理・活用等を行う組織「緑地管理機

構等」を創設します。
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3．農地・谷戸山の整備と都市農業の振興

◎ 農家類型に応じた支援施策、集団農場の整備と運営の他、環境問題意識の高ま

りや農業・農村が有する多面的機能に対する関心の高まりから、市民交流型農業

の支援、農的環境の維持管理といった関連分野での整備を図ります。

1 農業振興における経営主体の育成

（1） 農家類型に応じた支援施策

・北部丘陵地域では大別して、1．大規模借地・雇用型経営と 2．自作型・家族経営の

二つの農業経営類型があり、目指すべき経営像と重点施策を示します。

類 型 目指すべき経営 重点施策

1.大規模借地・雇 経営農地の拡大と機械 ・経営拡大を可能とする基盤整備
用型経営 作業体系の確立 ・農地利用集積の事業支援

・農業ヘルパーの確保支援

2.自作型・家族経 現状＋ 200 万円収益の ・農道／生活道の整備
営 アップ ・農産物直売による収益向上の支援

・《谷戸山－自宅周りの畑－農家敷地》
の環境管理と営農の維持

（2） 新規就農者の受け入れ施策

・これからの北部丘陵地域における農家の高齢化・兼業化に対応して、直販方法など

に新鮮な発想をする営農意欲の高い新規就農者の確保が重要であり、目指すべき経

営像と重点施策を示します。

類 型 目指すべき経営 重点施策

新規就農者 都市近郊農業／施設型 ・農業研修・育成支援体制の充実
・労働集約型 経営 ・農産物直売による所得確保の支援

2 市民交流型農業の支援

・優良農地や環境管理上重要な農地を活用して、営農者のみならず広く都市住民にも

参加を呼び掛けて、市民交流型農業の展開を図ります。

・市民交流型農業のタイプとしては、①農地貸付型の市民農園の活動、②農家の農業指

導のもとに入園方式により農業に参加（体験農園）、③農家の農作業等を支援するボ

ランティア型体験農業、④市民グループを核とした谷戸山環境再生事業への参画、

⑤農的空間をレジャーとして楽しむ観光農園や農業公園の利用・周遊、⑥「農の駅」
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の運営や出品参加などがあります。市民交流型農業を促進するために基盤整備や施設

整備を行い、農地や人材の仲介・斡旋、ならびに農業技術を習得する研修会等を開催

して支援を行います。

3 集団農場の整備と運営

（1）農場制による経営主体の育成

農場制とは、個別農地の利用権を集合した一団の農地を、一つの農場とみなして運

営管理する形態です。整備した集団農地は、原則的に一旦、所有者から公社が借り上

げて、農家や市民グループの経営規模に応じて柔軟に農地を期間貸借して農業経営を

行ってもらいます。

（2）立地条件にあった作付体系が可能

農場制による農業経営が実現できれば、農地を所有していなくても、意欲ある農業

者や市民が、農地の立地条件や季節にあわせた栽培計画が可能となります。

また、斜面地では土留め効果が期待されるツツジなどの景観作物や果樹などの観光

作物の栽培を行い、平坦地においては露地野菜栽培を行うなど、土地条件に応じた作

付体系が可能となります。

4 農的環境の維持管理

地域において多数を占める自給型農業においては、《谷戸山やシイタケ栽培ほ場－

自宅周辺の農地－農家敷地や直売所》という“農的土地利用の系”によって農村環境

が維持されており､こうした農家による営農と環境の調整機能の維持を支援します｡
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4．地域整備の概要

1 地域整備の重点施策

●幹線道路の整備

●生活環境の改善

●都市農業振興のための基盤整備

●緑の保全と活用の拠点整備

●持続可能な農業環境の整備

2 整備の概要

（1）都市基盤の整備

□幹線道路の整備

・小山田地域では、多摩ニュータウンや既成市街地との連絡強化のため、幹線

道路を整備し、交通アクセスを改善します。

・小野路西部地域では、小野路宿のまちづくりに配慮し、既定計画道路の路線

計画を変更して整備するとともに、構想されているモノレールの導入も考慮

し、幹線道路を整備します。

（2）集落整備エリアにおける整備

□生活・生産環境の整備

・小山田地域において、生活道路の改良を図ります。

・既存の集落区域は、生活道路の整備にあわせて下水道の整備を図ります。

・集落周辺農地の作業効率の改善のために、簡易な農地農道整備を行います。

（3）農の活性化エリアにおける整備

□集団農場と幹線農道の整備

・大規模な集団農場を小野路西部：馬場・東谷戸地区、小山田：平・トバ谷戸

地区、野中谷戸地区の 3 カ所に整備します。（露地野菜、施設園芸、果樹な

どの生産団地）

・集団農場から幹線道路、生活道路にアクセスする幹線農道を改良整備します。

□農の交流施設（農業公園）の整備

・体験・交流農園や休憩施設・公園を整備し、ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞや野外ﾘｸﾚｰｼｮﾝの施設

や店舗を導入するなど、市民が農に親しみ楽しめる農業公園としての整備を

図ります。

・新規就農希望者や農業技術を学びたい市民のために、農業技術の基礎研修や

農業ボランティアを養成する研修施設を整備します。
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・地産地消を推進する農の駅を整備します。

□アグリビジネスの誘致

・地域の活性化のために、農をビジネスとして展開する農業者や市民グループ

の支援、また、地域の環境管理や資金循環に有用なアグリビジネス企業の誘

致を図ります。

□田園住宅の供給

・ｺｰﾎﾟﾗﾃｨﾌﾞ方式等を活用して、農と自然に親しむ郊外居住環境を整備し、新

規就農者や田園居住を希望する市民に供給します。

・田園住宅の用地は、農地の整備に伴って創設し田園住宅団地整備と分譲事業

によって実現を図ります。

（4）緑の保全エリアにおける整備

□源流・保水の森の整備

・鶴見川の源流としての象徴的な森を保全しながら環境教育や環境保全活動

の場として活用する、市民交流拠点の整備と維持管理を図ります。

・源流の森の植生復元、谷戸のビオトープ再生など、生態系・水系の保全や

山林の保水能力の改善に努めます。

・一方、泉の広場・環境教育施設・メモリアル施設の整備など、環境との調整

を図りながら市民利用の施設を導入し、また、アクセス道路や駐車場の整備

を行います。

□谷戸山環境の再生整備

・谷戸地形を改変せずに農的利用空間を再生整備することによって、身近な環

境と農林業について市民学習や農林体験の場を提供します。

・西山中谷戸と奈良ばい谷戸に交流拠点を整備します。

（5）農と緑の利活用エリアにおける整備

□緑の回廊の整備

・鶴見川、谷戸、尾根道を骨格として緑の生態系や植生・ふるさと景観が連担

する緑の散策空間の形成を図ります。

・源流保水の森から西山中谷戸、小山田緑地、奈良ばい谷戸、図師・小野路歴

史環境保全地域、野津田公園を結ぶ回廊の整備や多摩ニュータウン境界の尾

根道の回廊の整備が考えられます。散策路や尾根景観の整備、植生林の維持

管理を図ります。

□資源循環型農業の保全・推進

・資源循環型農業の保全・推進のために、農道整備、ほ場整備、観光農園整備、

堆肥施設整備などを図ります。
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Ⅳ 実現方策の検討

1．仮称「農と緑の公社」の設立

1 設立目的

北部丘陵の広大な地域において、都市農業の振興、緑地の保全・活用、農村生活環

境の改善、田園居住空間の整備等々の多様な整備目標を実現するためには、行政機構

の枠組みを超えてこの地域の整備そのものを目的にする組織を設立する必要がありま

す。同時にまた、この組織には、計画の立案から事業の実施さらに、地域の管理段階

までを一貫して担当する役割が求められてきます。また、都市農業の振興や都市近郊

の緑の保全と管理には、地元はもとより市民団体等による協力と協働が重要になって

きますので、この組織には地域に開かれた情報交流センターとしての機能も必要にな

ります。

仮称「農と緑の公社」は、このような地域振興の役割を果たすために、公的な手続

きの能力を有しながら民間の機動力を併せ持つ機関として、官民の協力を得て設立を

図る組織です。

2 組織・運営

※農と緑の整備・運営・管理の資金循環を通じて、北部丘陵地域の持続的な経

営をめざす。

①市及びＪＡ等の出資による設立

②都市農業振興センターの役割を担う

③農と緑の市民交流センターの役割を担う

④市、ＪＡ、ＮＰＯ等市民団体の連携と協力による運営

土地利用コントロール主体＝仮称「農と緑の公社」

都市農業の振興
緑地の保全・活用方策

集落・田園居住環境の整備
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3 事業内容

□谷戸山等緑地の保全・管理

①緑と水系の保全計画・整備・維持管理の事業主体

谷戸山環境再生地区（西山中、奈良ばい）／源流・保水の森など

②緑地等の買い取り、中間保有、借り上げ機能

③人材の研修・育成、人材登録・人材派遣等

④緑の基金の設立と運用

⑤「緑地管理機構」の登録と市民緑地制度の運営

⑥地元、市民活動団体との協働の窓口機能

《緑地等維持管理機構のイメージ》

緑地等所有者

規 維 保 維 維
制 持 全 持 持
・ 管 の 維持管理 財源支援 管 管
誘 理 意 の依頼 維持管理 理 理
導 費 志 サービス の の

助 表 協 依
成 示 力 頼

自 治 体 維持管理協力の登録 市民・市民活動団体

都・市 (NPO法人) (自然保護団体）
維持管理の協力依頼・

保 基 技術的支援
全 金
指 の
導 出
・ 資 専門家・企業・JA等
基 要 による支援
金 請
の
出 基金への出資
資 仮称｢農と緑の公社｣

（緑地管理機構） 維持管理協力の登録

土地の保有、整備・管 管理の依頼
理、利活用

技術支援
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□都市農業の振興

①ほ場整備事業（土地改良法）の事業主体

・区域設定／・農地造成／・換地・交換分合→非農地の創設

②農地の利用権集積や中間保有と利用配分の事業

（農地保有合理化法人との連携）

③農業生産法人資格取得による集団農地の運営

④新規就農者の育成支援機能、農業ヘルパーの研修・斡旋事業

⑤農の駅や農業研修施設の運営

⑥市民交流型農業の支援（谷戸再生、集落農地、集団農場）

⑦アグリビジネス団地の整備・企業誘致、田園住宅団地の整備・分譲
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2．事業推進と管理の方策

◎ 農業振興・田園居住・緑の保全・集落整備のいずれの事業も相互に関連し合ってお

り、基本構想を包括的に推進・管理する仕組みや主体が必要になります。

仮称「農と緑の公社」が主体となり、各事業の創設・整備・運営等を行います。

1 農の活性化エリアの整備と管理

・幹線農道や集団農場の改良など都市農業の振興基盤を整備し、また、新規就農

者や農業体験者のための農業研修施設の設置と運営を図る。

・仮称「農と緑の公社」を活用して、ほ場整備、農地利用の流動化、経営主体の

育成、市民交流型農業や地産地消の推進を図る。

・農の交流施設は、ほ場整備事業制度の活用によって用地を創設し、市民が農や

緑の体験を通じて交流する農業公園を整備する。

・仮称「農と緑の公社」を活用して、用地の取得、アグリビジネスの誘致、コー

ポラティブ方式による田園住宅事業の導入、施設の管理などを目指す。

整備手順

（農地換地、非農地換地）

農地信託 仮称 生産団地・研修農園・ → 担い手農家

または 土地賃貸 → 幹線農道などの整備 → 新規就農者

農の駅の整備

農林混在 体験農園・市民農園・食 → 市民的利用

地（地主 → とレクの施設・景観施設

A・B・C･ 等の整備 企業誘致等

･･･） ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ団地の創設・ → 用地分譲等

→ 田園居住団地の整備 コーポラティブ方式等

（取得or土地賃貸） → 定借分譲等

① 農の活性化エリアとして整備する区域を設定します。

② 農地や林地の所有権をそのままで活用します。所有権と利用権を分離し、地

権者から「公社」が一括して利用を引き受ける契約を結びます。

③ 「公社」が、区域全体を土地利用目的に応じて、集団農場や施設用地に整備

します。（農地以外の地域活性化のための用地も、ほ場整備事業で生みだす

ことが可能です。）

④ 「公社」は、集団農場の利用権を、農業経営を希望する地元農家に優先配分

し、残りの利用権を新規就農者に配分します。また、市民的利用を図る農園

や施設ならびに農の駅等は、主に「公社」が直接に運営管理します。

「
農
と
緑
の
公
社

」
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2 緑の保全エリアの環境整備と管理

・「源流・保水の森」では、公的保有山林を生かして、市民活動や環境教育、景

観形成の拠点的整備を図る。

・「谷戸山環境再生地区」では、谷戸山のエコアップによる景観再生や体験農園

整備など市民交流活動を展開する条件整備を図る。

・仮称「農と緑の公社」を活用して、自然体験や農業体験のプログラム提供、地

元や市民活動との協働による交流施設の整備・自然環境の維持管理を目指す。

整備と管理の手順

仮称 整備計画・管 交流施設

→ 理計画の立案 → の整備

取得 管理

農林混在 委託

地（地主 → → ↓ ↓

A・B・C･ 公社・地元・市民の3者協働に

･･･） よる計画立案と管理参画

① 緑の保全エリアの農林地は、原則として取得や賃貸等による公有地化を推進

します。

② 「公社」が、地元・市民との協働によって、整備計画・管理計画を立案し、

緑の交流施設を整備します。

③ 「公社」が、市から管理委託を受けて、3 者協働によって利用・運営・管理

を行います。

「
農
と
緑
の
公
社

」

町
田
市
等
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3 集落整備エリアの整備と管理

・主要な生活道路の改良や集落下水道の整備を基本としつつ、観光農業の

導入など交流型農業への転換を目指す。

・生活環境施設は原則として公共移管によって管理する。

整備手順

（町田市施行）

集落整備 → ①集落整備計 → 道路用地の移管 → 生活道路・下水

エリア 画 施設の整備

②事業区域と （地元補助施行）

主体の結成 簡易なほ場・農道

→ 整備、観光農園整 → 自給的利用

備、区画の整理等 市民的利用

計画づくり支援 事業管理

仮称「農と緑の公社」

① 集落整備エリアにおいては、「公社」と地元が協働して整備区域を定めて、

集落整備計画を立案します。

② 公共施設の整備については、地元から道路用地の移管を受けて町田市が施行

します。

③ 直接、農家の受益となる整備については、農家組合等を設立して公的な助成

を得て施行します。この場合、事業の管理等を「公社」が支援します。
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4 農と緑の利活用エリアの環境整備と管理

・緑の交流拠点や公共緑地を連結する散策路の整備、管理道路の整備等に

より緑の回廊の形成を目指す。

・自給型営農が存続でき、なおかつ市民が農と緑の空間としてアクセス・

交流できるような施策づくりを目指す。

・固定資産税の減免、維持管理費の助成、市民活動との協働により農林環

境の維持を図る。

整備と管理の手順

（公的施行）

①緑の回廊の 散策道､尾根景

農林混在 整備計画 → 観の整備､植生 → 市民への

地（地主 → 復元等 開放・参加

A・ B・ C ②資源循環型 （地元補助施行） ↑(交流)↓

…） 農業の保全 農道整備､ほ場 自給的営農

・推進計画 → 整備､ 観光農園 →

整備 等

計画づくり

・仕組みづくりの支援 事業管理

仮称「農と緑の公社」

① 農と緑の利活用エリアにおいては、緑の回廊の整備計画は「公社」が立案し

ます。

② また、資源循環型農業の保全・推進計画は、営農条件の改良を目指す地元の

要請を受けて「公社」が地元と協働して計画を立案します。

③ 営農条件の整備については、規模が大きければ「農の活性化エリアの整備」

に準じて、また、規模が小さい場合は「集落整備エリアの整備」に準じて施行

します。この場合、事業の管理等を「公社」が支援します。
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2 農地転用許可および開発許可を要する整備

市街化調整区域においてアグリビジネス団地や田園住宅団地を整備する場合

は、農地転用許可や開発許可を取得できる措置を講じる必要があります。

・アグリビジネス団地や田園住宅団地の整備

仮称「農と緑の公社」を事業主体として集団農地を整備する事業においては、

非農用地創設制度を活用してアグリビジネス用地を生みだす場合は、農地転用許

可を必要としません。

しかし、市街化調整区域においては、地区計画を定めて、町田市土地開発公社

または仮称「農と緑の公社」によってアグリビジネス団地や田園住宅団地を整備

し、誘致企業や都市住民に分譲する事業を都に認めてもらう必要があります。（都

市計画法第 29 条第 4 号を適用する開発許可を要しない開発行為、または、都市

計画法第 34条第 8号の 2及び第 8号の 3を適用する開発行為）

① 東京都の開発許可制度の運用方針

市街化調整区域は原則として市街化が抑制されていますが、東京都では、「市

街化調整区域における大規模開発の許可基準」を定めており、5ha 以上で市街化

区域に近接し、住宅地開発などの一定の要件に該当する計画的な開発について許

可できるものとしています。

したがって、北部丘陵地域の農業振興に関連するアグリビジネス団地や田園住

宅団地を公的に整備するためには、整備の位置づけを明確にする必要があります。

② 法第34条8号の2及び8号の3の活用

市街化調整区域においては、例外的に許可できるものとして立地基準に定めら

れた建築物の用途等の開発行為の他には、都市計画法第 34 条第 8 号の 2 によっ

て、市街化調整区域においても地区計画や集落地区計画を定めて開発行為の許可

を得ることが可能です。

また、同条第 8号の 3によっても、東京都が条例で定めることにより、指定さ

れた土地の区域内で、定められた用途に該当する開発行為であれば許可を得るこ

とができます。

しかし、現在東京都ではこれらの制度の活用を想定しておらず、市街化調整区

域内の開発制限の緩和は市街化区域と市街化調整区域の区域区分（線引き）の変

更で対応すべきであると考えているため、今後、これら地区計画制度の活用や条

例化を都に求めていく必要があります。
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＜参考資料＞

1．北部丘陵まちづくり基本構想に関する懇談会の開催

2．懇談会における検討のフロー

回　数 開催日 テーマ

第１回 平成16年９月１日 ○北部丘陵地域の概要と課題

第２回 　　　　９月30日 ○北部丘陵地域まちづくりの検討事項

第３回 　　　　10月29日 ○緑地・水資源の保全と利活用の推進

第４回 　　　　12月３日 ○農地・谷戸山の整備と都市農業の振興

第５回 平成17年２月10日 ○地域整備と土地利用の方針

第６回 　　　　３月24日 ○懇談会報告書の提案
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3．小野路西部地域・小山田地域の経緯

○昭和63年2月：小山田地域土地区画整理組合準備連絡協議会の設立（4準備組合が統合）
●平成元年5月：下小山田･小野路西部土地区画整理組合準備会の設立
●平成4年11月：町田市より公団に対して土地区画整理事業の施行要請
●平成5年3月：公団地区決定
●平成5年8月：公団による用地買収開始（～平成8年5月）
○平成7年3月：町田市より公団に対して土地区画整理事業の施行要請
○平成7年3月：公団地区決定
○平成7年8月：公団による用地買収開始（～平成9年9月）
●平成8年5月：町田市都市計画において特定保留地区の公示
●平成9年2月：小野路西部地域土地区画整理事業と関連都市計画案の説明会開催
●平成9年4月：地権者組織の小野路西部特定土地区画整理事業推進協議会の発足
○平成13年2月：小山田地域まちづくり検討会の開催（2回開催、同年8月中断）
●平成14年8月：小野路西部地域土地区画整理事業の中止決定（国土交通省通知）
●平成14年12月：小野路西部事業推進協議会の解散、小野路西部地域まちづくり協議会の

発足、小野路西部地域まちづくり検討部会の発足
□平成15年2月：町田北部丘陵まちづくり検討会第1回開催
○平成15年7月：小山田地域土地区画整理事業の中止決定（国土交通省通知）
○平成15年6月：小山田地域土地区画整理組合設立準備連絡協議会の解散、小山田地域ま

ちづくり協議会の発足、小山田地域まちづくり検討部会の発足
●平成16年1月：小野路西部地域まちづくり検討案の報告会開催
○平成16年5月：小山田地域まちづくり検討案の報告会開催
□平成16年6月：町田北部丘陵まちづくり検討会第5回開催
□平成16年9月：北部丘陵まちづくり基本構想に関する懇談会開催
＊●は小野路西部、○は小山田、□は両地区
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4．小野路西部地域・小山田地域の概要

5．上位計画によるまちづくりの方針

小山田・小野路地域 まちづくり方針総括図

出典：町田市都市計画マスタープラン（H11.6）

約65ha

（うち仮登記農地約31ha）

約29ha

（うち仮登記農地約9ha）

公団取得地

約600件約270件権利者数

市街化区域19ha

市街化調整区域256ha

土砂崩壊防備保安林0.6ha

市街化区域9.2ha

市街化調整区域95.5ha

土砂崩壊防備保安林0.4ha

法規制等

田9.1ha（3.3％）

畑41.7ha（15.2％）

山林･原野195.6ha（71.1％）

宅地18.2ha（6.6％）

公共用地9.3ha（3.4％）

その他1.1ha（0.4％）

田3.5ha（3.3％）

畑12.3ha（11.7％）

山林･原野78.1ha（74.4％）

宅地4.3ha（4.1％）

公共用地5.7ha（5.5％）

その他1.1ha（1.0％）

土地利用現況

標高170～80m（標高差のある地形）で、6つ
の谷戸が入り組んだ扇状地の形態

標高153～66m（標高差のある地形）地形

約105ha

小野路西部地域

約275ha

小山田地域

面積

約65ha

（うち仮登記農地約31ha）

約29ha

（うち仮登記農地約9ha）

公団取得地

約600件約270件権利者数

市街化区域19ha

市街化調整区域256ha

土砂崩壊防備保安林0.6ha

市街化区域9.2ha

市街化調整区域95.5ha

土砂崩壊防備保安林0.4ha

法規制等

田9.1ha（3.3％）

畑41.7ha（15.2％）

山林･原野195.6ha（71.1％）

宅地18.2ha（6.6％）

公共用地9.3ha（3.4％）

その他1.1ha（0.4％）

田3.5ha（3.3％）

畑12.3ha（11.7％）

山林･原野78.1ha（74.4％）

宅地4.3ha（4.1％）

公共用地5.7ha（5.5％）

その他1.1ha（1.0％）

土地利用現況

標高170～80m（標高差のある地形）で、6つ
の谷戸が入り組んだ扇状地の形態

標高153～66m（標高差のある地形）地形

約105ha

小野路西部地域

約275ha

小山田地域

面積

副次核

環境文化育成拠点

河川環境軸

良好な住環境を保全す
る戸建て住宅主体の住
宅地

良好な住環境を形成・誘
導する戸建て住宅主体の
住宅地

良好な住環境を形成する
一般住宅地

沿道市街地

生態系に配慮して形成す
る計画的複合市街地

樹林地・農地を中心とす
る地区

主な公園・地域制緑地
（既決定）

大学・研究所等

供給処理施設

いずれ対応をとるための
検討を推進する地区

良好な住環境形成への支
援

市街地内の農地の活用

主な公園・地域制緑地
（構 想）

鉄道・駅

都市計画道路
（整備済）

都市計画道路
（事業中・第二次事業化
前期予定路線）

都市計画道路
（計画決定路線）

都市計画道路
（構 想）

主な歩行者ネットワーク
（武蔵野の路・尾根緑道）

公共交通の新規整備
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流域のランドスケー
プ、生物多様性を保
全・創出・活用し、
自然とふれあえる都
市を再生する。

①流域の残された自然環　
　境を保全する(原流域緑
　地、崖線・尾根緑地の保
　全・回復､農地の保全回
　復)
②水と緑のネットワーク(
　緑地、水、生き物の生息
　環境)を保全・回復する
③まちづくりにおける自然
　環境の保全・創出・活用
④市民が身近に自然とふれ
　あえる場の確保（市民参
　加による環境管理と機会
　創出）

地域特性：
　町田市北部・西部丘陵地は、農地や樹林地な

どが多く、その景観は町田の原風景として人々

に愛されている。

　今後、これらの資源を観光や教育に活用した

り、緑との親和性の高い優れた都市景観や生活

空間の形成に活かしていける可能性がある。

重点目標：

　町田らしさが感じられるまちをつ

　くる

個別目標：

　つくり、育て、みのりを実感でき

　る緑の環境つくる

施策の方向：
①体験農業など楽しみや収穫物が還元される

　仕組みをつくる。

②学校林・学校田など地域社会の関与により雑

　木林や谷戸田が継続的に保全活用される仕組

　みをつくる。

③来訪者と地域の人が農を通じて交流できる仕

　組みをつくる。

④農業生産者と消費者を結びつける、新しい労

　働力の参入を容易にする仕組みをつくる。

出典：町田市基本構想・基本計画
　　　(H16.3)

鶴見川流域水マスタープラン(案)(H16.8、鶴見川流域水協議会)

水辺ふれあい拠点及び沿川まちづくり拠点のた
めの施策推進イメージ

北部丘陵の
特性・目標・施策の方向 自然環境マネージメント方針

核：まとまりのある樹林

　　地・農地
・首都圏近郊緑地保全区域の指定

　の検討・調整

・鶴見川原流域における公有地化

　も含めた保全策の推進

・既存条例等の制度を活かした保

　全策の推進、緑地保全の森(町

　田市）

・適正な土地利用誘導のあり方の

　検討及び有効性の検証

人：地域の自然を支える

　　関係主体の連携・協

　　働
・各関係主体の施策・取り組みの

　役割分担の明確化

・行政、NPO等の関係主体の連携

・協働の体制づくり検討

・既存施策・事業の拡充・推進

・自然環境の保全と利用に関する

　指針・ルールの検討

軸と回廊：

　河川及び河川沿い農地

　と街路樹の豊かな道路
・関係主体間の情報交換・連携の

　あり方の検討・推進

・自然に配慮した河川整備の推進

・緑の連続性の確保のための街路

　樹の植栽等の推進

・新規・既存事業の導入によるネ

　ットワーク強化

・既存計画・事業の導入等による

　農業振興策の推進

拠点：分断化された樹林

　　　地・農地
・相続税の優遇措置の拡充の継続

　的提案

・円滑に物納が出来る仕組みの確

　立に向けた情報交換・検討

・自然環境と市所有地との代替地

　制度の適用

・市民緑地制度の貸し付け期間に

　応じた段階的な税優遇措置の提

　案

・自然に配慮した都市公園整備の

　推進

・自然環境の再生・創出策の検討

・実施

鶴見川水系を軸とした樹林地・農地のﾈ ｯﾄﾜｰ ｸ形成

鶴見川水系を軸とした水と緑のネットワーク
将来イメージ図

出典：首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン(H16.3、自然環境　

　　の総点検等に関する協議会）
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6 ．農家ヒアリング調査結果の概要

（1）ヒアリング調査の目的と方法

○地権者である農家の現状と今後の意向を把握するために、24戸の農家をサンプリン

グし、平成16年8月下旬にヒアリングを行った。また、現状把握については、2000

年農業センサスを利用した統計分析も合わせて実施した。

（2）関連集落農業センサス分析結果の概要

○年間の農産物販売額が 100万円に満たない農家が全体の 8割以上を占める。

○所有耕地面積が 0.3ha未満の農家が全体の 42％を占める。

○農業就業人口構成をみた場合、最も多い層は「70 歳以上」となって、高齢化が一

段と進んでいる。

○農業後継者の確保状況をみた場合、販売農家 405戸のうち 1割程度である。

（3）農家・地権者のヒアリング結果の概要

○専業農家の営農類型は、野菜専作農家が大半を占めた。

○ほ場の分散状況をみた場合、「集約化されておらず、経営に支障あり」が 24 戸中 4

戸あった。

○農産物出荷先は､直売や契約栽培農家が最も多く､販売先の多様さが窺える｡

○農業後継者の有無別に農産物販売金額をみた場合、有りの農家が平均約 1,800万円、

無しの農家が平均約 600万円と差がみられた。このことにより、農業振興を図るた

めには、後継者の確保が重要である。

○経営耕地面積と農産物販売金額の関係をみた場合、上限 2ha 前後の自己完結型経営

では約 1,000 万円が限度で、借地・雇用型経営を行うことにより約 2,500 万円以上

の販売額を実現する結果となっている。

○森林の今後の管理については、36％（8戸）が困難としている。

○規模拡大意向の世帯は2戸あり、市民農園や観光農園などの取り組みを一部に

取り入れたいという世帯も20.8％(5戸)あった。

○農業振興・まちづくりについての要望としては、「道路整備の必要性」を強調

したのが45.8％(11世帯)と最も多く、「区画整理・宅地等開発の必要性」と「農

振への反対・不安」が各41.7％(10世帯)と続いている。また、「区画整理・開

発に反対」と回答した世帯も16.7％(4世帯)あった。更に、まず「市が計画を

示すなり、土地集約の手立てを講じるべきである」との意見も16.7％(4世帯)

あった。
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7．市民活動団体ヒアリング調査結果の概要

（1）ヒアリング調査の目的と方法

○地域の自然環境に関する活動を行っている市民団体20団体に対し、平成16年9～12

月に「活動実態と当地域への参画の可能性」についてヒアリングした。

（2）ヒアリング調査結果の概要

①組織及び活動実態

○市民活動団体の形成は90年代が多く、NPO法施行に伴い法人化したケースもある。

団体の規模は10～100人で、目的や必要性に応じて市民や他団体と連携・ネットワ

ーク化している。活動の範囲は、公園・緑地・風致地区・緑地保全の森・青少年セ

ンター・竹林・農地・河川域等で、身近な地区から地域・丘陵・他の行政区域・流

域全体へ及ぶものもある。

○活動頻度は、土・日・休日を利用した月1～2回程度が最も多いが、なかには月6～

10回など活発なところもある。

○活動目的は｢包括的な緑・環境・自然の保全・再生｣、｢里山・谷戸・里地・農地等

の保全・整備・管理・存続｣、｢河川環境の保全や川づくり、流域文化形成｣、｢美化

やクリーンエイド｣、「環境教育」、｢地域交流」、「スポーツ・レクレーション」｢自

然と人間の共生や調和｣等で、一部には｢地域の歴史文化継承・育成・ふるさとづく

り｣や「生活環境・景観・まちづくり・都市再生」及び市民活動を通じた「人づく

り」「市民権確立」など地域社会全体への展開の傾向もみられた。

○活動段階で見ると、維持・管理段階としての活動（草刈、植生管理、水質・生き物

環境調査、清掃、施設点検等）や、自然環境保全等に関する情報提供や学習・理解

段階の活動（観察会・自然教室・講演会・見学会・イベント・啓発活動）が多い。

一部には、実行・実践・実施段階としての活動（谷戸山整備、公園づくり、みどり

のみちの開発、リサイクル事業、自然地回復事業やビオトープづくり）、関係機関

との協議・計画協議、提言・陳情などもある。

○活動財源は、会費収入、イベント参加費、基金、調査研究等助成、管理委託料、会

報の購読料、その他（協力金、講師料、寄付）等である。年会費は平均2000円前後、

公園・緑地等の自治体からの管理委託は概ね45円／㎡・年、個々の教材やパンフレ

ット作成・調査・研究に対する関係機関からの助成もみられた。

②活動における問題や課題

○多くの団体が安定した活動のための「活動資金の確保や支援」を第一としている。

次いで「活動人材の確保、地主や他団体との連携強化」、「活動場所や活動拠点の

確保」「行政との協働のあり方・役割分担の明確化」などの意見があった。

○特に人材確保では、若手の活動家や専任スタッフ不足、学生による活動は継続性が

ないこと等が指摘され、一般参加者を増やし、常連参加者を育成するため、広報活

動が重要であるとの意見があった。

○この他は子供が参加する場合の安全管理、活動資金のマネージメントなどである。
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③当地域への参加・参画の可能性と地域の基本構想・実現化方策への意見

○「当地域へ関心を持ち、活動支援・技術支援（ノウハウ提供、活動プログラムづく

り）が可能」としている団体が多い。しかし、活動人材の不足を問題としている団

体もあるので、当地域の緑等の保全・利活用のためには「新規に活動市民を確保す

る」、「行政・企業・地域住民間のパートナーシップを充実させる」、「人材を育成

する」などの指摘もあった。

○当地域への参加については、初期の計画作成段階から市民・市民活動団体が関わる

必要性があり、計画情報の提供と話し合いの場を確保して欲しいなど計画協議参加

の要望が多かった。

○具体的な参加・参画活動は、里山・里地の保全と利活用、農地の保全・維持管理・

活性化、公園緑地の計画・事業・維持管理、地域活性化プロジェクト等への参加や、

活動人材（リーダー）の提供、その他イベントの企画実施である。

○各団体から出された具体的な地域の構想・コンセプト等は、「多摩環境文化村構想」

「鶴見川源流自然公園(保水公園)構想」「農を核としたまちづくり」「自然型の教

育・レクリエーション拠点整備、里山活用センター整備(広場や集会施設等)」「環

境保全、独自性や町田の自然らしさの保全、小規模観察会実施、歴史・農業・林業

との連携」「緑地利用、市民管理支援、自然観察・自然教室利用」「生物多様性と

景観の保全、地域農業の復活、里山管理の仕組みの構築」「北部丘陵の保全ー生物

多様性の確保・健全な生態系の持続、市民参加による食文化や歴史文化との協調プ

ロジェクト実施、谷戸田の再生」等であった。

○地域の貴重な自然環境の保全・利活用の視点は同じであるが、内容や段階が異なり、

保全や管理コストの面から積極的に地域に人が来てもらう案、その対極の開発によ

る自然環境の破壊や生態系の変化を危惧するなど、意見は2分している。保全管理

財源では、基金の創設、教育とセットになったプログラム導入の意見もあった。

④自治体・土地所有者・市民への要望

○自治体に対しては、「活動財源を確保して欲しい」以外に「法制度の転換、農地等

の税制緩和、条例制定」、「農振制度適用、集落整備等」、「市民の計画づくりへの

参加や市民公募の実施」、「ボランティアの制度化や都の制度活用」、「地権者や住

民中心の管理体制の構築」、「継続的活動支援施策の構築」等制度や体制整備への

要望が多い。その他「源流自然公園整備」、「宮橋付近の景観保全」、「市の鳥であ

るカワセミのＰＲ」等についても要望がなされた。

○土地所有者に対しては、「農地・樹林地等を借用したい」「市民の参画を認めて欲

しい」「都市機構・電鉄等の大規模土地所有者の協力を要望」「貴重な資源と保全

の必要性を認識して欲しい」「これ以上宅地化を進めないで欲しい」「地域の歴史

を知り、郷土を愛し、子孫代々に伝えることを大切に」の意見があった。

○市民に対しては、「農家の人手不足などによる里山地域の自然の危機、貴重な共有

資源として認識して欲しい」、「保全地域利用のルールを遵守して欲しい」、「活動

への参加・協力の要望」、「活動費の支援」などで、合わせて自治体による市民へ

のPRの必要性が指摘された。
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北部丘陵まちづくり基本構想に関する懇談会委員名簿

オブザーバー委員

氏　　名 所　　属

�見澤　邦郎 東京都立大学大学院 教授

岸　由二 慶應義塾大学 教授

渕野　雄二郎 東京農工大学大学院 教授

志村　忠治 小野路町内会 会長

細野　祐正 上小山田町内会 会長

薄井　薫一 下小山田町内会 会長

小島　政孝 小野路西部地域まちづくり協議会 会長

老沼　幸彦 小山田地域まちづくり協議会 副会長

薄井　嘉夫 小山田地域まちづくり協議会 副会長

平井　和夫 独立行政法人都市再生機構東日本支社多摩事業本部事業部 担当部長

若林　政夫 町田市農業協同組合 常務理事

田中　仁司 町田市農業委員

小島　寔 町田市農業委員

福岡　ひとみ 消費生活センター運営協議会 会長

神谷　由紀子 特定非営利活動法人「みどりのゆび」 事務局長

深見　幹朗 特定非営利活動法人「鶴見川源流ネットワーク」 理事

氏　　名 所　　属

宇都宮　信也 農林水産省関東農政局農村計画部農村振興課 課長

齋田　紀行 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所鶴見川水マス推進室 室長

半田　保之 東京都産業労働局農林水産部農業振興課 課長

奥山　宏二 東京都都市整備局都市づくり政策部 多摩開発企画担当副参事

安藤　源照 町田市企画部 部長

山下　久 町田市環境・産業部 部長

中丸　康明

鷲北　秀樹
（平成17年1月1日より）

神蔵　孝司 町田市都市計画部 部長

町田市建設部 部長
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＜用語の説明＞

ＮＰＯ（Non Profit Organization）：（P.18）

民間非営利組織のことで、このうち「特定非営利活動促進法（通称ＮＰＯ法）」によ

って法人格を取得した団体を特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）といいます。

農地保有合理化法人：（P.20）

農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営規模の拡大、農地の集団化その他農地保

有の合理化を促進することを農地保有合理化事業といいますが、この事業を行うこと

ができる法人を農地保有合理化法人といいます。この法人には自治体やＪＡなど営利

を目的としない政令に定める要件を満たした法人のみがなれます。

農業生産法人：（P.20）

農地の取得は、原則として農業資格者に限られていますが、法人の場合には農業生産

法人の資格取得が必要です。主な要件は、①経営形態の要件として、農事組合法人、

合名会社、合資会社、株式会社（定款に株式の譲渡は取締役会の承認を要する旨が定

められているものに限る）、有限会社、②主たる事業が農業であることの事業要件、

③法人の構成員は農業常時従事者が一定割合以上占めることが必要、などの要件があ

ります。

地区計画・集落地区計画：（P.26）

地区計画は都市計画法に定められた都市計画の種類の一つで、住民の生活に身近な地

区を単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地区

の特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの計画です。この都市計画は都

市計画法 34 条 8 号の 2 の規定により市街化調整区においても指定が可能となってい

ます。

集落地区計画は、集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を図ることが必要とされ

る区域について、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を

図ります。
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町田市 環境・産業部 北部丘陵整備課

2005年（平成 17年）5月
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