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計画名称 東京都水循環 
マスタープラン 

東京都水環境 
保全計画 

東京都環境 
管理計画 

東京都清流復活全体計画 
 

計画策定年月日 平成 1１年 4 月 平成 10 年度 平成 4 年 平成元年 7 月 
計画対象地域 東京都全域 東京都行政地域 東京都全域 東京都全域 
ゾーン区分 区部中心エリア・新山の手エリア 神田川・善福寺川・妙正寺川   
計画目標年 平成 27 年 平成 17 年度 21 世紀初頭  12 年  
計画対象年     

上位計画 
･生活都市東京構造 
「環境と調和した循環型社会の形成」 

･生活都市東京構想 
･東京都環境基本計画 
･水環境マスタープラン（関連計画） 

  

計画の性格 
（構想/基本理念･理念

実行計画） 

＊水施策を水循環の視点から総合的、体系的、効率的に推

進していくための基本方針を示すもの 
＊社会経済情勢の変化に対応し、効果的かつ効率的な推進

に努めるもの 

＊「人と水環境との関わりの再構築」を基本理念とした計

画 
＊循環型社会の形成を目指した行政計画であり、水環境行

政の推進のための指針となるもの 
＊都民、市民団体及び事業者の取組みを支援、誘導するも

の 

＊マイタウン東京構想を環境面から実現するための環境

に対する基本計画であり、都が行う事業の指針となるも

の 
＊都民や国などに、参加と協力を求めるもの 

＊今後策定する予定の中小河川・用水路別計画の基本とな

るもので、現在策定作業中もしくは改定が予定されてい

る「荒川水系河川環境管理基本計画」「多摩川水系河川

環境管理基本計画」「流域別下水道整備総合計画」及び

「再生水利用基本計画」等と整合を図り、必要に応じて

み直しを行うものとする。 

目標 
・すべての水域の環境基準が達成された都市にする ・都市活動や日常生活の中で、水環境への負担を減らし、

安全で清らかな水質にする 
・環境基準の達成の状況を維持しつつさらに改善を目指す 

･ＢＯＤを指標とする環境基準を達成させ、魚が棲み、水

遊びが出来るなど水域の特性に合った水質の確保 
・水質環境基準を達成していない河川は水質環境基準を目

標とし、達成している河川はより一層の水質向上を図る 

水質 

施策 

･下水高度処理 
･合流式下水道の改善 
･下水再生水供給のネットワーク化の推進 
･底質改善対策として、しゅんせつや覆沙の実施 

･下水道等の整備をして、高度処理の導入や合流式下水道

の改善を行う 
･工場排水等の規制指導による、窒素や燐の上乗せ排水基

準の設定 
･生活排水対策の推進 
･有害化学物質対策の推進 
･自主管理への誘導 
･底泥のしゅんせつを進める 

･高度処理の実施 
･COD や窒素の削減、除去のための技術開発の促進と事業

化 
･合併処理浄化槽の普及の促進 
･汚濁のしゅんせつやれき間浄化処理等の直接浄化、河川

相互の水利用 

・流域における汚濁発生源対策として、事業所排水の負荷

削減、生活系排水の負荷削減につとめる 
・河川、用水路の利用形態に応じて河道内浄化施設等の設

置 
・中小河川、用水路の実情に応じ浄化用水の導入 
・水質汚濁の著しい河川は、滞留汚泥の除去、浮遊物の清

掃除去、浄化用水の導入 

目標 

・生態系の保全に必要な普段の川の流れがある都市にする 
・雨水排水対策を推進する 

・河川流量や地下水、湧水を増やすことにより、自然の水

循環系を保全、再生する 
・水質の観点からの水量の確保、回復 ・全国平均低水比流量から求められる水量と親水性の保持

上必要とする水量の範囲 
・神田川 善福寺川合流前  0.22～0.24ｍ３/ｓ 

・善福寺川 神田川合流前  0.37～0.3ｍ３/ｓ 

・妙正寺川 神田川合流前  0.43ｍ３/ｓ 
水量 

施策 

･森林、農地、樹林地等の保全 
･雨水浸透地域の保全 
･雨水浸透施設の整備 
･河道,調節地,分水路の整備や水道施設の際整備 
･地下再生水や地下構造物に浸出する地下水の利用 

･地下再生水を活用した清流の復活 

･雨水の地下浸透の促進 
･緑地の保全 
･地域における水循環のシステムづくり 
･雨水浸透対策の推進 

･緑地の保全や創造、雨水浸透錯桝の設置等による雨水の

地下浸透を図る 
･下水処理水の利用、下水道区域内の工場の冷却水等の活

用 

・清流復活全体計画に基づき、多摩川上流処理場の高度処

理水を玉川上水を通じて神田川に、玉川上水･千川上水

を通じて善福寺川にそれぞれ導水 
 
 

目標 ･人々が集い、安らぐことのできる個性豊かな水辺があり、

水文化が継承、復活された都市 
・心休まる景観とともに、生きものたちのにぎわいを楽し

めるよう、身近な水辺の自然を守り育てる 
・水のきれいさに加えて、親しめ、潤いのある水辺環境を

つくる 
・治水計画を基本とし、中小河川の魅力を生かし、周辺環

境と調和のとれた水辺空間の保全、創造 

計画

の 
内容 

水辺 
施策 

･水系ネットワークの再生 
･景観基本軸の指定による景観づくり 
･水と緑のネットワーク 
･スーパー堤防や緩傾斜型の堤防,護岸の整備 

･生物種のかく乱の防止 
･生息環境の保全や再生のための、自然に配慮した水辺づ

くりやビオトープネットワークづくり 
･源流域の保全 
･堰や落差工などの改善 
･「清流復活全体計画」に沿って、水環境の保全.再生に努

める 

･水辺の生物の調査や保護育成 
･水産資源の育成 
･水辺の保全や整備 
･親水施設の建設 
･景観の保全や創出 

・水辺空間の整備 
・周辺地域の環境に調和した景観の保全と形成 
・親水性に配慮した護岸の整備 
・生態系に配慮した環境の整備 
・自然環境の保全 
・まちづくりとの調和 
・「水と緑の回廊」の形成 
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計画名称 東京都環境 
基本計画（新） 

「東京都心における首都高速道路のあり方」 
についての提言 緑の東京計画 下水道構想２００１ 

計画策定年月日 平成 14 年 （平成 14 年 4 月） 平成 12 年 12 月 平成 12 年 12 月 
計画対象地域 東京都全域  東京都全域 東京都全域 
ゾーン区分     
計画目標年 21 世紀半ば  平成 27 年度  
計画対象年 平成２7 年まで  平成 13 年～27 年度までの 15 年間  
上位計画     

計画の性格 
（構想/基本理念･

理念実行計画） 

＊環境施策における都の果たすべき役割を踏まえ、「健康で安

全な環境の確保と持続可能な社会への変革を、東京から実現

する」を基本理念とする計画 

＊国土交通省、首都高速道路公団ならびに東京都におい

て、学識経験者による検討会を設置し、東京都における

首都高速道路の将来ビジョンとその実現のための諸方

策を検討することとした。 

＊東京の緑の関する総合計画として策定するもので、都,
都民,企業,区市町村がそれぞれの役割分担の中で、連携

して実現していくもの 

＊これからの事業の取組み方針と、行動戦略を示すもの 

緑地等の保

全 

＊みどり率約３2％を目標とし、 
  ･河川の整備などにおいて､自然に配慮した工法の採用や緑

地面積の拡大 
  ･市民緑地制度の活用による樹林地や草地の拡大 
  ･生産緑地制度の活用による農地の保全 
 を行う 

 ＊ヒートアイランド現象を緩和する為、区市町村と連携し

て屋上緑化を積極的に進める。 
（屋上緑化面積合計 1200ha、敷地面積 1000ｍ2） 

＊緑地保全地区や市民緑地による樹林地の保全 

 

公園等の整

備 

＊幹線道路や河川の緑とのつながりを持った大きな公園など、

東京の緑の軸の形成に資する公園づくりを進める 
 ＊区市町村などと連携しながら公園の整備を進める。 

(都立公園の整備約 400ha、都民一人当たりの公園面積７

㎡) 

 

雨水貯留浸

透施設の普

及 

＊雨水貯留施設の設置を進める  ＊都市公園の雨水の貯留･浸透機能を高め、雨水の流出を

抑制する。15 公園にて実施（合計で 1 時間当り約 6 万

ｍ2 の流出抑制）を目標とする。 
 

＊1 時間 50 ﾐﾘの降雨(3 年に 1 回)に対応するポンプ所、幹

線管きょなど基幹施設の整備 
＊親水に対する危険性の高い地域への特性を考慮し、1 時

間 70 ﾐﾘの降雨(10 年に 1 回)に対応できる施設を一部整

備 
＊雨水浸透、貯留施設の設置拡大 

下水道の整

備 

＊合流式下水道の改善,窒素･燐などの除去の為の高度処理を

進める 
＊雨天時における下水の越流水について、実態把握を行い、合

流改善などの対策を図る 

  ＊合流式下水道の改善を進め、公共用水域の水質改善を図

る為に、 
  ･しゃ集管きょなどの整備 
  ･貯留施設の整備 
  ･雨の日の放流水質の改善対策などの、クイックプラン

の実施 
  ･高度処理の推進 
 を行う 

河川の整備 

＊河川に関わる「生活環境の保全に関する環境基準」について、

早期達成とともに、類型指定の見直しを図り、水質向上を目

指す 
＊自浄機能の向上の為に、河川の流量の確保や土,石,植物等の

自然材料を使った河川の整備を行う 
＊河川流量の確保の為に、湧水の保全を進めるとともに、下水

処理水,河川の余剰水･漏えい地下水等を水源とした環境用

水による清流復活を進める 

＊ 日本橋付近の都心環状線の再構築案として 
・浅い地下案 
（日本橋川下の浅い地下を利用し、地下構造で再構築） 
・別線地下案 
（広幅員道路下を利用し、地下構造で再構築） 
・一体整備地下案 
（日本橋川沿いのビルと地下構造で一体整備） 
・一体整備高架案 
（日本橋川沿いのビルと高架構造で一体整備） 

 が挙げられている。 

＊治水対策として行う護岸整備にあわせ、緑のある遊歩道

の整備や緑化、緩傾斜型護岸の整備など自然に配慮した

緑豊かな川づくりを推進する。(中小河川の護岸整備

71.1ｋｍ) 
＊水辺、崖線、丘陵地、都心部において景観基本軸を指定

する。（Ｈ13～20 年度 5 つの景観基本軸指定） 
（12､7､3 神田川景観基本軸） 

＊ 市街地を流れる河川と公園が一体となった潤いのあ

る公園と水辺の空間を創出する。 
 （神田川－井の頭公園） 
（善福寺川―善福寺川緑地・善福寺公園･和田掘公園） 

＊湧水や水路などの水辺環境の保全を推進する。 
（雨水浸透枡設置 29200 基） 

 

計画

の 
内容 

水資源の循

環利用 

＊水循環の保全･回復を図る為、雨水浸透･貯留､下水再生水の

利用などを推進する 
＊下水再生水や雨水の有効利用の推進 

 ＊妙正寺川や善福寺川は導水施設の整備による高度処理

水の導入などにより、河川の水量の確保や水質の改善を目

指す。 

＊都市における望ましい水循環を確立する為に、広域循環

による再生水利用の拡大や再生水の利用を推進する 
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計画名称 神田川景観基本軸基本計画 地球環境保全 
東京アクションプラン 生活都市東京構想 東京都都市景観 

マスタープラン 

計画策定年月日 
平成 12 年 8 月 1 日から神田川沿いの地域を「神田川

景観基本軸」として指定し、「基本計画」及び「景観づ

くり基準」を策定。 

平成 10 年 3 月 平成 9 年 2 月 平成 6 年 3 月 

計画対象地域 神田川及び神田川の両側から 30m の区域並びに日本

橋川 
東京都全域 東京都全域 東京都全域 

ゾーン区分   区部中心部エリア・新山の手エリア 新山の手ゾーン 
計画目標年  平成 22 年度   
計画対象年   平成 8 年～17 年度  
上位計画  ・東京都環境基本計画   

計画の性格 
（構想/基本理念･理念実行計画） 

＊ 東京都景観条例及び景観づくり基本方針に基づい

て、神田川景観基本軸における景観づくりの基本的

な方針を定めたもの。 
＊ 神田川景観基本軸の指定の際に公表して、指定地域

内において事業を行う公共事業者及び建築･土地開

発などに関係する自治体、企業及び住民が、その事

業や施策の実施にあって神田川の景観に配慮し。景

観づくりに取り組むよう促す為に作られたもの。 

＊都が東京都環境基本計画に基づいて策定するローカ

ルアジェンダであり、都民,事業者,行政の各主体がパ

ートナーシップのもとに「循環型社会」を構築し、

地球環境を保全していく為の行動計画 

＊都の「基本構想」として、「都民の生活を守り､支え､豊かに

する､活力に満ちた生活都市東京」を基本目標に、平成 8 年

からの 10 年間に都が取り組むべき課題と施策の内容を総

合的､体系的に明らかにしたもの 

＊都が景観形成のための施策を推進する際や、区市

町村が「景観マスタープラン」を策定する際の指

針となるもの 
＊都民や民間事業に対し、景観形成への参加と協力

を求めるもの 

緑地等の保全 

＊ 護岸や堤防において、可能な場所では積極的な緑化

を図り、神田川の水と調和した景観となるよう配慮

する。 
＊ 生育する植物を健全な状態に保全･維持するよう配

慮する。 
＊ 緑化にあたり、植物の良好な生育が可能となるよう、

植栽地盤を工夫する。 

＊緑のネットワーク計画を策定し、都の全域で森林､

農地､公園､街路樹などの緑を総合的に保全･創出す

るしくみをつくる。 
＊保全地域の指定を行い、緑地の保全を図る 
＊緑地保全地区の指定と公有化 
＊森林の適切な生育管理などを実施することにより、

保全･育成を図る 

＊湧水周辺の散策路整備 ＊農林業の保全を目標とし、 
・林業の振興と良好な森林の保全育成 
・農業の振興と良好な農地の保全育成 

 を行う 

公園等の整備 
 ＊都市環境の維持向上を目的とした都市公園の整備を

進める 
＊自然公園の整備 

＊都民一人当たりの公園面積７㎡を目標とし、個性豊かな都

市公園の整備を行う 
 

 

雨水貯留浸透施設の

普及 
 ＊雨水浸透桝の設置を促進し、地下水の涵養と湧水の

保全を図る 
  

下水道の整備 
 ＊河川の水質改善を図るため、下水処理場に高度処理

を導入する 
 

＊未普及地域の早期解消と施設能力の増強を目標とし、 
・下水道施設の再構築 
・高度処理施設の推進と合流式下水道の改善 

 を行う 

 

河川の整備 

＊ 生息する生物を安全かつ快適に眺めることができる

場を、水辺にできるだけ近い場所に確保するよう努

める。 
＊ 事業地が水際線に接する場合には、できるだけ水際

沿いに歩行者空間を設け、連続した水辺の散策路を

確保するよう工夫する。 
＊ 神田川沿いの散策路には積極的に植栽をし、身近な

親水空間となるように配慮する。 
＊ 水辺空間に連続するオープンスペースを確保できる

よう工夫する。 

＊多自然型の川づくりや緑化を推進し、親水性の高い

護岸整備を行う 
＊いこいの水辺の整備 

＊親水性が高く、多様な生き物の生息可能となるように護岸

の緩傾斜化や多自然型工法の採用などを行う 
 

＊清流の復活,水辺の再生,湧水の保全,を目標とし、 
・水辺環境の保全計画の推進 
・東京都水辺環境保全計画の推進 
・導水施設の整備 
・河川浄化施設の整備 
を行う 

＊中小河川と川沿いの緑地の拡充 

計画の 
内容 

水資源の循環利用  ＊下水再生水の利用 
 

＊水の循環利用の推進  

 



 4

 
計画名称 神田川流域の総合的な治水対策暫定計画 

計画策定年月日 平成元年 4 月 

計画対象地域 神田川流域 

ゾーン区分  

計画目標年 平成 7 年 

計画対象年  

上位計画  

計画の性格（構想/基本理念･理念

実行計画） 

都及び関係区市によって構成された神田川流域協議会

が策定したものであり、計画の実施にあたっては、流

域協議会が積極的に協力し推進に努めることとしたも

の。 

 

 

緑地等の保全  

公園等の整備  

雨水貯留浸透施設の

普及 

21 世紀初頭の長期計画達成時までに、基本計画の流

域対策量 190.5 万 m3 を概ね達成させるものとし、長期

計画に向けて、 

＊ 公共施設等については、それぞれの施設毎に計画

化を図り推進する 

＊ 大規模民間施設については、基本計画の 25％相当

分（約 208 万 m3）を目標値として協力に設置を要

請していく。 

下水道の整備 

近年の都市化に伴う雨水流出量の増大に対処するた

め、流域の実態に合せ、主要幹線及びポンプ場の新設

等の整備計画を策定し、平成 7 年概成を目途に事業を

実施中である。妙正寺川上流域は下流から実施してい

る河川改修が平成 7 年度までには到達できないことか

ら、流域も含め下水道の施設としての雨水貯留池を建

設すること等を検討し、雨水整備計画の推進を図る。 

 

河川の整備  

計画の 
内容 

水資源の循環利用  

 


