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概要：本研究では、緑を中心としたまちづくりについて、千葉県松戸市松戸駅周辺を事例に考察をする。緑視

率を用いて現在の松戸駅周辺の緑化状況を調査し、緑を中心とした松戸駅周辺の都市景観の現状を考察す

る。それをもとに、松戸駅周辺に様々な緑を増やす活動することにより、松戸駅周辺の居住者や利用者が快適

に過ごせるような、「緑のまちづくり政策」を提案する。この研究からまちづくりの方法の 1 つとして緑が重要な

役割を果たすことを証明することを目的とする。 

 具体的な研究方法は、まず千葉県流山市おおたかの森駅周辺と千葉県松戸市松戸駅周辺の緑視率の比較

を行い、松戸駅周辺の緑の現状を把握する。つぎに、松戸市の緑の政策を調査し、さらに、比較地域として、

北海道札幌市、沖縄県那覇市、千葉県流山市の３地域を取り上げ、これらの地域の緑化政策の調査を行った。

また、持続可能な開発目標 SDGs の政策や、居心地がよくなる歩くたくなるまちづくりの政策についても調査を

行った。 

 これらの調査と考察をもとに、松戸駅周辺における緑のまちづくりに関する、実現性が高く効果的な方法を提

唱した。 

キーワード：まちづくり、緑視率、緑の政策、SDGs、WEDO 

 

1. はじめに 

 自分の生まれ育った土地は住みやすい環境なの

だろうか。ふと疑問に思ったことがこの論文を作成す

るにあたってのきっかけである。私は千葉県松戸市

出身であるため、土地勘もあり、愛着があるまちだか

らこそ、住みやすい環境であってほしいと思った。 

 住みやすさには様々な指標がある。その中でも、

「緑」に着目してまちづくりを考えていきたい。なぜ緑

にこだわるのか。例えば、丸田・島田・阿部（1983）

は『都市景観の質の向上をはかるうえで,緑がもたら

す役割は大きいものと言えよう。とりわけ,市民の日常

生活と最も密接な関係を有する住居系の用途にお

いて,緑の存在は,重要な意味をもっている。』〔１〕と

述べている。また、外崎（2012）は『都市空間内の緑

は、生物多様性保全、ヒートアイランド緩和、二酸化

炭素吸収、都市型浸水防止など、物理的にも多面的

な効用を持っている。これに加えて人間の心理的快

適性を高める効果が大きい。このような快適性の重

要性は一般論としては合意されており、都市の計画

においても緑を増やすことが推奨されている。』〔２〕

と述べている。このように、住みよいまちづくりには緑

が大切であるとされる。 

松戸市には、受け継がれている長い歴史があり、

交通アクセス、立地の良さが強みでもあるが、逆に

都市機能が老朽化、災害時の不安などが弱みでも

る。近年、災害の被害が多い日本で、水害や地震の

防災機能を疎かにしては、松戸の緑が衰退してしま

うのも時間の問題と考えられる。 

 松戸市の現状として、2018 年市民のアンケート調

査によると、「住まいの近くに「みどり」は多いと思うか」

のアンケート調査によると、みどりを「多いと思う」「や

や多いと思う」との回答が 50％未満であることや、

「普通」が約 30％、「やや少ない」「少ない」の合計は

20％以上になっている。 
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「住まいの近くに「みどり」は多いと思うか」のアンケート調

査によると、みどりを「多いと思う」「やや多いと思う」との回

答が 50％未満であることや、「普通」が約30％、「やや少

ない」「少ない」の合計は 20％以上になっている。 

 
図.１住まいの近くに緑は多いと思うか 

松戸市緑の基本計画市民アンケート調査 2018 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikak

uousou/midorinokihon.files/20190327_shimina

nke-to.pdf 

 

 

 

 

 この調査結果から分かるように、松戸市には緑が

多くないと思っている人たちが多い。緑がまちの住

みやすさに与える影響が大きいことを考えれば、松

戸市の緑をいかに増やしていくかは重要な課題で

ある。そこで、次の章ではどのような緑の政策がある

のかを把握するために、4つの地域での政策を比べ

る。また、日本政府の取組や行政の取組などを合わ

せて調べていくことにする。 

2. 緑のまちづくりの政策について 

 松戸市および緑のまちづくりにおいて先進的な取

り組みを行っている自治体の政策について概観する。

さらに、最近注目を集めている SDGs と「居心地が

良く歩きたくなるまちなかづくり」についてまとめる。 

2.1 松戸市緑の政策 

 松戸市では、平成 16年 10月 1日に「松戸みどり

の市民憲章」を制定した。この市民憲章は、「さまざ

まな恩恵を与えてくれるみどりは健康的で快適な市

民生活の享受に欠かせないものであり、みどりととも

に暮らすこの豊かさを、市民の誰もが認識することが

必要である」との思いから、市民、企業（事業者）、行

政が一体となって、松戸市の緑を盛り上げようという

と制定したものである。また、「みどりの市民力」と位

置づけ、市民、企業、（事業者）、行政、市民団体、

学校、大学（公財）、松戸みどりの花の基金、緑の所

有者などの各主体の結束により、緑のまちづくりを推

進していく。 

 松戸市緑の基本計画は、4 つに分類されている。1

つ目は、「暮らしを支えるみどりを築く」。公園緑地、

樹林地、公共施設や民有地などにおいて、安全で

快適な暮らしを支える基盤（インフラ）となるみどりの

保全、整備、管理を推奨すること。2 つ目は、「ワンラ

ンク上のみどりをつくる」。緑が持つ機能や松戸の緑

資源を活かし、市民が親しむ事が出来る緑の特徴の

ある緑を積極的に保全、創出するとともに、そのため

の仕組みづくりを進めること。3 つ目は、「みどりの市

民力を豊かにする」。松戸市の財産である「みどりの

市民力」を、活動団体の活性化や団体相互の連携

などに図り、より強くしていく。同時に事業者など、こ

れまでに緑との関わりが少なかった主体との連携を

図るなど「仲間」を増やし、より持続可能な運動として

いくこと。4 つ目は、「みどりのあるライフスタイルを楽

しむ」。これらの「みどりの市民力」を担う新たなみど

りの理解者を増やし、輪を広げていくために、市民

が楽しみながら緑に触れ、理解を深めることができる

機会を充実させること。この 4 つの基本方針をもとに、

緑と暮らす豊かさが実現できるまちづくりを目指す。 

2.2 流山市緑の政策 

 流山市では、「都心から一番近い森のまち」を目指

すまちのイメージを掲げ、緑豊かで良質な住環境の

整備と快適な住環境を進めている。近年は、「グリー

ンインフラ」に着目し、恵まれた自然や、緑の果たす

役割や機能を最大限に活かすことが大切であるとさ

れる。 

流山市緑の基本計画では、緑の地域資源活用に

よって得られる効果に着目し、「自然と社会が共生す

る、持続可能で魅力ある街づくり」を進めるためグリ

ーンインフラを導入する取組を推進していく。これは、

平成 17（2005）年に国連サミットで採択された「持続

可能な開発目標ＳＤＧｓ」の達成に向けた取組にも繋

がると考えられる。グリーンインフラ（ＧＩ）とは、自然

環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅

力ある国土・都市・地域づくりを支える社会基盤のこ

とを指すことを言う。 

これまでの流山市の取組は、「まちなか森づくりプ 
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ロジェクト」「流山グリーンチェーン戦略」などを行

っている。「まちなか森づくりプロジェクト」は、公園の

一部や公共施設をはじめ、“ちょっとしたスペース”

に植栽を行い、街中に緑を創る取組。生活感に潤い

や安らぎを提供する他、防災対策や地球温暖化“防

止”、ヒートアイランド“対策、防音、防塵、防風等多

様な役割が期待される。「流山グリーンチェーン戦略」

は、開発等で緑が減少した回復をするため、緑の連

鎖による環境価値の高い街づくりを推進する取組。

景観や環境に配慮した植栽の位置や数について、

敷地内の基準を設けており、基準を満たし物件に対

して認定を行う。認定を受けると「認定書」が交付さ

れ、森のまちエコセンターでの剪定枝の処理手数料

が無料になる等のメリットがある。 

2.3 札幌市緑の政策 

札幌市では、昭和 57（1982）年に「札幌市みどりの

基本計画」を策定してから、38 年が経過し、現在は

「第 4 次札幌市みどりに基本計画」を策定している。

移り変わる自然環境に対応していくため、これまで

に守られた緑を大切にしながら、緑が持つ様々な役

割を最大限に活かしていくことが重要になっていて、

基本理念の「持続可能なグリーンシティさっぽろ」を

実現するために、市民や民間事業との連携を深め

ている。 

札幌市緑の基本計画は、「札幌市まちづくり戦略

ビジョン」において、「持続可能な札幌型の集約連携

都市への再構築を進める」という基本目標を定めて

おり、「緑」についても量の拡大から、今ある施設の

有効活用への転換期に来ているとされる。 

市街地を取り巻く重要な民間樹林地を公有化する

とともに、森林の公益的機能の維持増進を図るため、

間伐などの森林の整備や活用し、針葉樹と広葉樹

が混合した自然に近い森林づくりを促進している。 

札幌には8つの自然歩道と6つの市民の森があり、

利用者は約 26 万人となっており、広く市民に親しま

れている。外国人の利用や新たな利用形態（トレイ

ルランニング）の増加があることから、自然への影響

を多様化する利用者の安全と利便性を確保する手

法について検討している。 

マイフラワープランなどの制度の活用を通じた普及

啓発を行い、緑化活動を図るとともに、市民に気軽

に触れてもらうため緑のセンターなどで、季節に合

わせた植物や園芸をより楽しむための講習をしてい

る。 

2.4 那覇市緑の政策 

那覇市では、緑の基本計画が制定される前よりも、

「那覇市みどり基本計画」や「那覇市みどり実施計画」

を定めてまちづくりを取り組んでいた。これらは、亜

熱帯特有の事前環境や、琉球の王都であった那覇

ならではの自然資源・人文資源を最大に生かし、那

覇市らしい緑を創出しようとする本市の基本姿勢が

貫いてきたからである。 

那覇市緑の基本計画は、「みんなでつくるみどり

のまち美ら那覇」をテーマとし、４つのキーワード、保

全、緑化、活用、市民との協力を意識して政策を行

っている。例えば、①市の骨格的盤をつくる石灰岩

台地周縁の緑や、市内に流れる河川と東シナ海の

資源を保全し、亜熱帯庭園都市の実現を図る。また、

歴史、文化資源と一体となった緑も守ること。②緑は

単独ではなく、つながりを持っていることも重点的に

おいて、緑のネットワーク化を図る。そのために、公

園や緑地の整備、道路植栽などのライン状の緑をつ

くり育て、誰もが住みたくなるまちづくりを進める。③

緑のまちづくりを推奨していくためには、継続的に管

理していくことが大切である。老朽化した公園や施

設において、機能や配置の再編、リニューアル整備

をし、都市公園の質を高めていく。④緑のまちづくり

の整備や管理は、行政が率先して行うべきだが、市

民や事業者との協働を積極的に行わなければなら

ない。そのため、市民が緑の関心を高め、緑に触れ

る機会を増やすために、情報発信の充実を図ること

が大切だ。また、市民とともに緑豊かなまちづくりに

するため、樹木祭、苗木配布、自然観察会、都市景

観賞の表彰、屋上、壁面緑化推進事業、緑のカーテ

ン事業などの活動を展開している。 

協働する民間団体は、ボランティアの活動にも積極

的に取り組んでおり、道路ボランティアや、グリーン

ロードサポーターと呼ばれる団体が、ゴミの収集や、

草花の植え付け、ボランティア掲示板の設置などを

行い、那覇市の景観を保つ活動をしている。 

2.5 持続可能な開発目標SDGsの政策 

持続可能な開発目標ＳＤＧｓに向けた取組を

松戸市でも行うべきであると考えた。「流山市Ｓ

ＤＧｓを取り入れた総合計画を推進するための

基本的な方針」を例にして政策を提案していく。
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ＳＤＧｓとは「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals）」とは、平成 27（2015）年 9

月の国連サミットにおいて採択された令和 12

（2030）年を期限とする、先進国を含めた国際社

会全体の開発目標であり、持続可能な世界を実現

するための 17 の目標と 169 のターゲットから構

成され、地球上の誰一人として 取り残さないこ

とを誓う目標である。 

国土緑化推進機構では、「森のための 4 つのア

クション」の普及等を通じて、森林や自然に関心

がある方に限らず多くの市民の方々による「国民

参加の森林づくり」を広げることで、ＳＤＧｓに

貢献している。「フォレスト・サポーターズ」と呼

ばれる、林業にたずさわる人や山村に住む人だけ

でなく、都市に住む人々や企業等にも参加を呼び

かけ、森のためにできるアクションをおこし、み

んなが手を取り合って元気な森のチカラを取り

もどすことを目指している。森の適切な手入れを

行うだけでなく、木を使うことや森にふれること

など、それぞれの団体やその中の一人ひとりがア

クションを実行することが「森づくりの循環」を

よみがえらせることにつながるとされる。 

また、『みんなでつくる 森の未来地図 SDGs

ハンドブック』には、いのち育む森を次世代へと

いう目標で「働きがいも経済成長も」（目標 8）を

実現するためには、最低限、人々が毎日の食事を

とれて（目標 2）、健康な（目標 3）社会でなけれ

ばならない。そのためには、気候変動が緩和され

（目標 13）、水の循環が改善されて誰もが安全な

水にアクセスできるようになり（目標 6）、森を含

む陸上の生物多様性（目標 15）や、海の生態系が

保全され（目標 14）、陸と海から様々な食料資源

をいただくことが必要。つまり緑は未来を支える

基盤であるとされる。 

2.6 居心地がよくなる歩くたくなるまちづくり政策 

現在、まちづくりの方向性として、車中心から

人中心の空間に転換するまちなかを支援する事

業で、世界の多くの都市で、まちなかを車中心か

ら人中心の空間へと転換し、人々が集い、憩い、

多様な活動を繰り広げられる場へと改変する取

組が進められている。 

これらの取組は、人中心の豊かな生活空間を実

現させるだけでなく、地域消費や投資の拡大、観

光客の増加や健康寿命の延伸、孤独・孤立の防止

ほか、様々な地域課題の解決や新たな価値の創造

につながる。 

これらを踏まえ、令和元年 6 月 26 日に「都市

の多様性とイノベーションの創出に関する懇談

会」において、"WE DO"～Walkable（歩きたくな

る），Eyelevel（まちに開かれた１階），Diversity

（多様な人の多様な用途、使い方），Open（開か

れた空間が心地良い）をキーワードとするこれか

らのまちづくりの方向性が打ち出され、国土交通

省よりこの取組に向けた政策実施のパートナー

として「ウォーカブル推進都市」の政策が出来た。 

「ウォーカブル推進都市」は、"WE DO"賛同す

る地方公共団体が、各種政策と国内外の先進事例

などの情報共有や政策づくりに向けた国と地方

のプラットフォームに参加し、ウォーカブルなま

ちづくりを推進するもので、令和 2年 6 月末時点

で全国 260の自治体が賛同しており、松戸市も令

和２（2020）年 8月 4日に「ウォーカブル推進都

市」に賛同し、「居心地が良く歩きたくなるまちな

かづくり」を目指す方向性を打ち出した。 

また国土交通省は令和 2年 4 月 1 日、「芝生を

活用したまちなか空間の創出ガイドライン」を発

表した。 

国土交通省は、「居心地が良く歩きたくなるま

ちなか」を都市政策の重要課題に位置付けており

「芝生・みどりを活用した空間の創出」はその実

現策の一つに挙げられている。ガイドラインには

「1.まちなかに芝生・みどりをツクル効果」とし

て、(1)地域活性化、(2)健康増進、(3)コミュニテ

ィ形成、(4)防災機能の向上の４つを挙げ、それぞ

れについて都市環境改善の効果や事例を示した。

「2.まちなかの芝生・みどりを持続的にツカウ仕

組み」では、持続的に使われる芝生空間をつくる

ために工夫が必要な 3 つのフェーズ（「維持管理

体制」「資金確保」「運営」）について具体例を提示

した。「3.まちなかの芝生・みどりをソダテル技術」

は、「目標とする空間の設定」「計画･設計」「日常

的な管理・運営」の 3段階に分けて、ポイントや

指標を示した。「4芝生・みどりを活用してまちづ

くりにツナゲル事例」では、芝生空間がまちづく
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緑視率が高い場所ほど、人は安らぎを感じることができ

る。低い場所ほど安らぎを感じることできない。 

りにつながった 9つの事例を紹介している。芝生

があることによって、そこに居たくなる、留まり

たくなる空間づくりを推奨していて、芝生への注

目度が高いことが分かる。 

芝生には緑視率を上げる効果の他に、環境面、

健康面、教育面といった様々な効果を得られる。

具体的には 

 環境面では、光の照り返し防止、空気の質改

善、騒音の緩和、雨水の浸透能の効果を発揮

する。 

 健康面では、心理整理的の効果、運動意欲の

増進、傷害の緩和の効果を発揮する。 

 教育面では、自然の感触をもたらす、自然教

育の場となる、新たなコミュニティの形成の

効果。 

が生まれる。 

 芝生のメリットとしては、自然を間近に感じら

れ、涼しい雰囲気をもたらすことができるが、デ

メリットは、劣化していくことから手入れの大変

さや、費用が高額であることが挙げられる。 

2.7 政策のまとめ 

４つの市の緑の政策をまとめた結果、それぞれの

市で地域特有の政策があることが分かった。その中

でも、松戸市の緑の政策は他の３つの市と比べ、具

体的な政策且つ実現性が少ないように見受けられ

た。また、持続可能な開発目標 SDGs の取組や居

心地がよく歩きたくなるまちづくりの取組は松戸市・

松戸駅周辺の「緑のまちづくり」において提案材料

にしていきたい。次の第３章では、松戸駅周辺の緑

の現状を緑視率というものを使って調べていき、また

比較地域でもある流山おおたかの森駅周辺も同様

に調べ、松戸駅周辺の緑の改善に役立てていく。 

3. 緑視率による分析 

3.1 調査・分析の目的 

本研究では、緑を中心としたまちづくりについて、

緑視率を用いて現在の松戸駅周辺の緑化状況を調

査し、緑を中心とした松戸駅周辺の都市景観の現状

を考察する。それをもとに、松戸駅周辺に様々な緑

を増やす活動することにより、松戸駅周辺の居住者

や利用者が快適に過ごせるような、「緑のまちづくり

政策」を提案する。松戸駅周辺の緑視率を評価する

ため、松戸市と隣接している流山市のおおたかの森

駅周辺の緑視率も調査した。 

3.2 緑視率について 

緑視率は、人の視界に占める緑の割合を測る指

標で、緑量の多さを表すことができるとされている。

緑視率を測ることで、疲労感の軽減や快適性の向上

を示すと言われ、国土交通省が平成１７年に発表し

た緑視率の調査資料[3]では、「緑視率が高い場所

ほど安らぎを感じる人が多い」という結果がまとめら

れている。 

 

図‐２ 東京都港区 六本木六丁目再開発地区（六本

木ヒルズ）緑視率の異なる４地点での、来場者に対

するアンケート調査 

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040812_3/

01.pdf 

 

 

また、都市緑化は、「人々をひきつける効果」も期

待されているとされ、国土交通省が平成１７年に発表

した緑視率の調査資料[4]では、４分の１が「とても期

待できる」と答え、「まあまあ期待できる」を加えると、

約７割の人が調査地点の緑は「人々をひきつける効

果」を期待できると答えた。 
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図‐３ 国土交通省東京都港区 六本木六丁目再開

発地区（六本木ヒルズ）緑視率の異なる４地点での、

来場者に対するアンケート調査 

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040812_3/

01.pdf 

 

 

 

このことから、緑視率の向上にはさまざまなメリット

があるということが調査や研究によって実証されてい

る。 

3.3 調査・分析の方法 

内容としては、松戸駅周辺の緑とおおたかの森駅

周辺の緑を把握するため、現地調査を行った。写真

の撮影には iPhone を使用し、2020 年 8 月 29 日に

流山おおたかの森駅、2020年 9月 9日に松戸駅で

撮影をした。撮影地点は、駅を中心とし、半径 500m

の 4地点、半径250mの東西南北の 4地点から測定

した（図‐4、5を参照）。 
 駅に背を向け、カメラの高さは150cmに設定をした。

共通性を測るため、撮影時の天候は晴れ、緑の色が

一番分かりやすい午前中に現地調査に行った。

Adobe Photoshopを用いて緑視率を計算した。 

 

図‐４ 松戸駅周辺 測定地点 

 

図‐５ 流山おおたかの森駅周辺 測定地点 

3.3.1フォトショップでの緑視率計算方法 

フォトショップでの緑視率の計算方法を説明する。

（図‐6，7，8，9を参照）。 

① ファイルを開き使用する写真を選び、レイヤー

（葉）作る。 

 

図‐６ 手順① 

② 葉のレイヤーを選択し、色を塗っていく。その際、

緑系（Ｈ120％、Ｓ100％、Ｂ50％、Ｒ0、Ｇ127、Ｂ0）

を選択する。塗り方のコツとして、縁取りしてから

大まかに塗るとスムーズに塗れる。 

 

図‐７ 手順② 

４分の１が「とても期待できる」と答え、「まあまあ期待でき

る」を加えると、約７割の人が調査地点の緑は「人々をひ

きつける効果」を期待できると答えた。 
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③緑視率の算出方法は、葉のレイヤーを選択し（背

景は非表示にする）、フィルタの色調補正、２階調化

を選択。 

 

図‐8 手順③ 

④ウィンドウのヒストグラムを選択。チャンネルを輝度

に直し、キャッシュなしのデータを使用するため、黄

色の三角マークを選択する。そして、比率と記してあ

る部分が緑視率となる。 

 

図‐9 手順④ 

3.4 調査・分析の結果 

ここでは、松戸駅周辺の緑とおおたかの森駅周辺

の緑を 3.3.1 に明記した通りの手順で行った緑視率

の結果について明らかにする。 

・松戸駅周辺の緑の画像 

 

 

１、松戸駅南 500m 

 

2、松戸駅南 250m 

 

3、松戸駅東 500m  

 

4、松戸駅東 250m 
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5、松戸駅西 500m 

 

6、松戸駅西 250m 

 

7、松戸駅北 500m 

 

8、松戸駅北 250m 

 

 

 

 

・松戸駅周辺の緑視率 

1、松戸駅南 500m 20.1% 

2、松戸駅南 250m 15.3% 

3、松戸駅東 500m  49.8% 

4、松戸駅東 250m 21.2% 

5、松戸駅西 500m 41.8% 

6、松戸駅西 250m 9.2% 

7、松戸駅北 500m 33.9% 

8、松戸駅北 250m 23.7% 

平均 26.9% 

 

・おおたかの森駅周辺緑の画像 

 

1、 流山おおたかの森駅南 500m 

 

2、 流山おおたかの森駅南 250m 
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3、 流山おおたかの森駅東 500m 

 

4、 流山おおたかの森駅東 250m 

 

5、 流山おおたかの森駅西 500m 

 

6、 流山おおたかの森駅西 250m 

 

7、 流山おおたかの森駅北 500m 

 

8、 流山おおたかの森駅北 250m 

・おおたかの森駅周辺の緑視率 

1、流山おおたかの森駅南 

500m 

23.9% 

2、流山おおたかの森駅南 

250m 

58.6% 

3、流山おおたかの森駅東 

500m 

8.5% 

4、流山おおたかの森駅東 

250m 

72.7% 

5、流山おおたかの森駅西 

500m 

45.4% 

6、流山おおたかの森駅西 

250m 

12.0% 

7、流山おおたかの森駅北 

500m 

26.1% 

8、流山おおたかの森駅北 

250m 

57.6% 

平均 38.1% 

 

松戸駅 8地点、流山おおたかの森駅 8地点の緑

視率の合計を出し、平均値を算出した所、松戸駅が

26.9％で流山おおたかの森駅が 38.1％となり、流

山おおたかの森駅が+11.2％高い結果になった。 
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今回、現地調査をして分かったのが、全体的に流

山おおたかの森駅周辺は、駅の近くに公園があり、

住宅地や歩道などに人工的に植えられた植物が多

く、街全体が華やかな印象を受け、緑を増やす事に

関して前向きな姿勢が感じられた。 

一方松戸駅周辺は、平均よりは緑が多かったが、

流山おおたかの森駅と比較すると、駅前には建物で

緑が隠れていて、緑を感じる事が少なかった印象が

ある。これは、松戸駅の構造的に敷地が狭く、地下

にバス停留所があるので、緑を増やす事が厳しい状

況にある。 

 

図‐10 松戸駅西口地下 グーグルストリートビュー

の画像 

 

以上のように、私の印象だけでなく、緑視率の点

からも松戸駅周辺の緑が少ないことが推測される。

そこで次の４では、松戸駅周辺の緑を増やす政策を

提案する。 

4. 松戸市及び松戸駅周辺における緑のまちづ

くり 

松戸市及び、松戸駅周辺の「緑のまちづくり」の提

案を２つ提案する。 

4.1 持続可能な開発目標SDGsの政策 

持続可能な開発目標ＳＤＧｓに関連する項目は、

「11 住み続けられるまちづくりを」「13 気候変動に

具体的な対策を」「15 陸の豊かさを守ろう」を目標

にする。  

松戸市は、都心から約 20㎞圏内にありながら、江

戸川を含む８つの川が流れているなど、水辺空間、

さくら通り・桜並木、戸定邸などが残り、歴史ある緑に

恵まれている。これらの緑は、貴重な財産として多く

の市民から親しまれている。また、自然やスポーツ

に親しめる松戸運動公園をはじめ、21 世紀の森と広

場が整備され、広く市民に利用されている。 

しかし、特に民有地の緑に対しての現状として「身

近に利用や管轄がなされていない樹希林、農地、空

き地はあるか」という市民アンケートの調査によると、 

 

図‐11 身近に利用や管理されていない樹希林、農

地、空き地はあるか 

松戸市緑の基本計画市民アンケート調査 2018 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikak

uousou/midorinokihon.files/20190327_shimina

nke-to.pdf 

 

 

 

「管理していない樹希林」「耕地されていない農地」

「利用されていない空き地」に関しては、15～20％

程度の回答者が、その存在を認識している結果とな

った。 

また、都市公園においては、平成 31（2019）年 3

月31日現在、391か所169.85haで、一人当たりの

都市公園面積は、3.47 ㎡となっている。この数字は、

全国の 10.5 ㎡、県の 6.4 ㎡いずれも下回っている

結果だ。 

 このような中、「緑と花のフェスティバル」「公園での

清掃活動」や「花壇づくり」など、公園に関係した従

来からの活動を行って緑を保全し、緑を増やす取組

を行っている。引き続き、従来のイベントは継続して

行っていくことや、身近な公園のリニューアルや利用

の促進、子供たちが自然とふれあう機会の提供をし、

公園や緑地が持つ多面的な機能を市民のニーズに

応じて発揮することが求められる。 

「ないと思う」「あまりないと思う」割合が多いが、「やや多

いと思う」「多いと思う」と思っている人がいるという現状

は変えたほうが良い。 
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4.2 芝生を用いた居心地がよくなる歩くたくなるま

ちづくり 

WEDO のコンセプトを松戸駅周辺に活用できな

いかと考えた。 

4.2.1芝生を松戸駅西口広場に芝生を設置する。 

 

図‐12 現在の松戸駅西口広場  

 

図‐13 芝生を用いた松戸駅西口広場 

松戸市ホームページ 松戸駅西口駅前広場の整

備について 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/douro

/matsudoekinisiguti.html 

 

芝生を設置することにより、街の華やかさも増し、

緑視率の向上にも繋がる。出会いの・交流の場を設

けることで、歩きたくなるまちづくりが実現する。こうし

た空間が広まることで、松戸駅周辺の快適な空間が

作れる。実際に、柏駅東口広場には、「カシワテラス」

と称して、このような空間づくりを行い、人の憩いの

場として活用していた事例がある。 

 

図‐14 柏駅東口ダブルデッキ「カシワテラス」 

DSC2https://www.udc2.jp/article/kashiwaterrac

e-open 

 

4.2.2きてみてまつど通り商店街の芝生化計画 

松戸駅には、商業施設ありその中でも、平成 31

年（2019）4 月 13 日にＫＩＴＥＭＩＴＥＭＡＴＳＵＤＯ

（キテミテマツド）ショッピングモールが開業した。そ

の通りにきてみてまつど通り商店街（旧伊勢丹通り商

店街）があり、ショッピングモールの入り口になって

いる。その商店街をＷＥＤＯでリニューアルする提案

をしたい。 

きてみてまつど通り商店街では、道路があるため

車が行き交う場所となっている。リニューアルとして、

この道路を廃止し歩行者空間にする。また、道路や

歩道を芝生化することにより、Walkable（歩きたくなる）

や Diversity（多様な人の多様な用途、使い方）が適

用される。 

 
図‐15 きてみてまつど通り商店街 芝生化イメージ

図 グーグルストリートビューの画像 
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歩道が拡張されたため、カフェや飲食店のオープン

テラス席を作ることで、Eyelevel（まちに開かれた１

階）が適用される。また、歩きやすく、集まりやすくな

ったため、ベンチを置き休憩所を作ってあげることで、

人々が留まってくれる効果もあることで、Open（開か

れた空間が心地良い）が適用される。 

これらの政策は、組織の構築することが大切であ

る。良好な芝生を維持するためには、維持管理体制

の確保が必要となり、協力して取り組むことで、地域

が連携するきっかけづくりになる。また、パークコー

ディネーターを配置している例や、造園技術者の活

用や、新技術（芝刈りロボット）の活用も取り入れるこ

とで、芝生が維持できる。 

 

5. まとめ 

本研究では、緑に着目した「まちづくり」をテ

ーマにし研究・調査を行った。また、松戸駅周辺

の緑量とおおたかの森駅周辺の緑量と比較をし

たことにより、松戸駅周辺の緑量は基準値には達

していたものの、流山おおたかの森駅周辺と比べ

ると、緑量が少ない結果となった。駅前が建物で

緑が隠れていて緑が感じることが少なく、全体的

に暗い印象を受けたことで松戸駅周辺の緑を改

善する余地があった。 

現在松戸駅は、２０２７年の春頃の完成を目標

に駅のリニューアルを行う、改良工事を着手して

いる。駅ビルが新しく建設されるなど、今後松戸

駅に乗降する人数も増えていくことが期待され

る。ただ緑を増やすだけではなく、SNSを使用し、

松戸駅を利用する人や松戸駅周辺に居住してい

る人が、快適に過ごせるように緑の重要さをたく

さんの方に周知してもらい、松戸市ならではの

「まちづくり」を行政だけではなく、事業者や市

民との連携がいかに大切なのかをこの研究を通

して理解する事が出来た。 
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