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生田緑地に関する最近の主な構想・計画等の概要（1/4） 

Ⅰ. 近年の主な構想・計画の概要 

 
 
 

参考資料２ 

■■平平成成 1155 年年度度  生生田田緑緑地地整整備備構構想想  ■■平平成成 1166 年年度度  生生田田緑緑地地整整備備基基本本計計画画書書  ■■平平成成 1177 年年度度  生生田田緑緑地地管管理理計計画画書書  ■■平平成成2200 年年度度  生生田田緑緑地地運運営営のの基基本本的的なな考考ええ方方  
                      ～～生生田田緑緑地地のの価価値値とと魅魅力力をを高高めめるるたためめにに～～  

◆概要 

生田緑地の現状と課題を整理するとともに、整備の基本理

念や将来像をまとめたもの。 

◆主な内容 

（1） 歴史の復層性がある。 

（2） 人を集める潜在的立地特性がある。 

（3） 都市化の中で残された自然的環境の象徴である。 

（4） 農業に支えられた里山的風景がある。 

（5） 貴重種がいる自然の宝庫である。 

（6） 多様な文化・レクリエーションが楽しめる。 

（7） 人的資源がある。 

＜現状と課題＞ 

○ 緑を大切に（自然の質、定義） 

○ 幼児、高齢者、身障者など、皆で使えるように 

○ 現在あるものを生かす 

○ 生田緑地と周囲との関わり 

○ 利用者の気持ちを大切に（人、生き物、植物） 

○ 回遊性のある緑地 

○ 住宅地の中の里山 

＜共通認識＞ 

○ 歴史と文化に育まれた生田緑地のみどりを大切にす

る。 

○ 生田緑地に生き、集うもの全ての気持ちを大切にしな

がら、生田緑地を有効に活用する 

○ 生田緑地の内外に存在する人や施設などの資源を活

かす 

＜基本理念＞ 

『人間回帰の場（美しき村）の創造』 

＜テーマ＞ 

意見の反映 

◆策定プロセスにおける市民との協働 

専門委員、行政委員、市民委員、及びワーキングメンバー

を合わせた 77 名によるワークショップを計 18 回実施。 

＜実施状況＞ 

○ 中央地区分科会 23 名 

○ 向ヶ丘遊園跡地地区分科会 19 名 

○ ゴルフ場地区分科会 15 名 

＜分科会の設置＞ 

次ページ以降参照。 

＜得られた主な意見＞ 

各分科会の検討結果をもとに、7 つの共通認識（上記参

照）を整理。共通認識をベースとして、整備構想の基本理

念、将来像、及びテーマ等を設定。 

＜意見の反映方法＞ 

◆概要 

H15 年度整備構想を受け、土地利用・公園利用などの基

本計画を作成するものであり、今後の設計や整備、管理に

おける基本的な方向性を示すもの。 

◆主な内容 

（1） 全体基本計画 
（2） 緑に関する基本計画 

① 緑の特性 
② 緑の計画方針 

A:緑の保全 
B:緑の活用 

（3） 水に関する基本計画 
① 水の特性 
② 水の基本方針 

A:水環境の保全 
B:水環境の活用 

（4） ルートに関する基本計画 
① ルートの特性 
② ルートの計画方針 

A:既存ルートの保全 
B:既存ルートの活用 
C:サイン計画 

（5） 施設に関する基本計画 
① 施設の特性 
② 施設の計画方針 

A:施設の保全・活用 
（6） 管理運営に関する基本計画 

① 管理運営の基本的な考え方 
② 現在の生田緑地の管理体制 
③ 管理運営計画 

A:自然管理 
B:施設管理 
C:利用管理 

＜整備基本計画＞ 

（1） 継続的な自然環境の保全・育成 
（2） 老朽化施設のリニューアル 
（3） 生田緑地の多様なルート設定 
（4） 運営管理体制づくり 
（5） 計画的な事業の推進 

＜今後の取り組み＞ 

意見の反映 

◆策定プロセスにおける市民との協働 

計 8 回のワークショップを実施。基本的な状況共有をした

後、計画区域を5地区に区分し、分担して各地区の素案づ

くりを行った。 

＜実施状況＞ 

○ 中央地区北側 ○ 中央地区南側 
○ 初山地区・飛森谷戸地区 
○ ばら苑・東生田二丁目地区 ○ ゴルフ場地区 

＜地区区分＞ 

次ページ以降参照。 

＜得られた主な意見＞ 

検討テーマである「緑」、「水」、「ルート」、「その他の施設に

ついて各グループが作図した計画案をもとに、全体基本計

画（上記参照）を作成した。 

＜意見の反映方法＞ 

◆概要 

H15年度整備構想及びH16年度基本計画を受け、管理の方

針や協働による管理内容を整理し、生田緑地の管理の実践

状況に触れながら、当面の課題と対応について定めたもの。 

◆主な内容

 

＜管理の基本方針＞ 

１. 協議会の設立 
２. 生田緑地憲章の制定 
３. 施設の補修・改修 
４. 状況に応じた管理計画の更新 

＜当面の課題と対応＞ 

意見の反映 

◆策定プロセスにおける市民との協働 

46 名の市民、川崎市、コンサルタントが参加し、7 回のワー
クショップと 4 回の体験会、事例見学会、さらに自主的なグ
ループ別分科会を実施。

＜実施状況＞ 

○ 青グループ：パトロール＆アンケート 
○ 緑グループ：生田緑地の現状を知る 
○ 赤グループ：生田緑地のサインについての提案 
○ 黄グループ：樹木ウォッチングとゴミ拾い 

＜地区区分＞ 

次ページ以降参照。 

＜得られた主な意見＞ 

体験会の活動・検討結果を管理計画に反映させるととも

に、協議会設立や憲章づくりなどの管理に関する提案は、

今後、実践していく取り組みとして位置づけられた。

＜意見の反映方法＞ 

◆概要 

これまで策定されてきた整備構想等を踏まえ、生田緑地全

体の魅力と利便性の向上を図ると共に、持続可能な運営

の仕組みを構築するための基本指針をとりまとめたもの。 

◆主な内容 

＜現状と課題＞ 

1. 生田緑地の価値と魅力の向上を図るための施策の推進
（1） 自然的環境の保全・創出・育成と様々な生田緑地

施設の機能の充実 
①持続可能な自然的環境の形成に向けた取組 
②生田緑地施設の整備・充実 

（2） 生田緑地に立地する文化施設などの魅力の向上
①既存施設の魅力の向上 
②新たな施設の整備による魅力の向上 

（3） さらに魅力を高める新たな機能の導入 
①青少年科学館の改築にあわせた新たな機能の

導入 
②新たな事業の企画・実施 

（4） 北部のまちづくりとの連携 
①生田緑地と北部のまちづくりの連携方策の推進
②北部の都市拠点と生田緑地ネットワークづくり 

（5） 戦略的広報の実施 
①生田緑地全体の価値と魅力を高める情報発信
②地域の教育機関や団体等への広報の充実 

2. 生田緑地の持続的発展に向けた管理運営の構築 
（1） 各施設の特徴を活かした新たな管理運営のしくみ

の導入 
①各施設の横断的管理運営体制等の確立 
②施設の魅力を 大限に発揮できる運営体制 
③民間活力の導入と公・民間の役割分担 
④生田緑地の施設整備・修繕に関する統一的な

ルールづくり 
⑤PDCA サイクルによる質の高いサービスの提供

（2） 横断的な管理運営主体の確立に向けた段階的取
組の実施 

（3） パークマネジメントの視点に基づく管理運営のしく
みづくりの導入 
①ゴルフ場と生田緑地が連携した運営のしくみづ

くり 
②新たな収入源の確保・適正化に向けた取組 
③管理運営費縮減に向けた多面的な取組 
④多様な担い手との協働による管理運営の推進

＜運営の主な方策＞ 

『保全と利用の両立』 

○ 生田緑地の自然のまもり方、つきあい方を明確に表す。

○ 生田緑地の自然や歴史文化を大切にする気持ちを育

てる。…そのための啓発活動を推進していく。 

○ 生田緑地を利用する人同士が互いに思いやる気持ち

を育てる。…そのための啓発活動を推進していく。 

１. 管理の取り組み方 
・ネットワークづくり 
・協働を楽しむ 

２. 管理の主旨 
（1） 生田緑地の魅力をまもる 

① 自然環境をまもる 
② 自然と人との関わりをまもる 

（2） 生田緑地の魅力を高める 
① 緑を豊かにする 
② 里山環境を充実する 
③ ばら苑の魅力を高める 
④ 見どころを充実する 
⑤ 道案内を充実する 
⑥ 施設の機能、美観、利用価値を高める 

（3） 生田緑地の魅力を広める 
① 市民活動を広める 
② 魅力を分かりやすく発信する 
③ 利用者同士思いやる気持ちを広める 

＜協働による管理の方向性＞ 

1. 魅力と利便性 

課題 1：魅力向上・情報発信 

課題 2：生田緑地の利便性や回遊性の向上 

2. 管理運営 

課題 1：多様な連携による管理運営 

課題 2：効率的な予算運営 

3. 北部のまちづくりとの連携 

課題 1：登戸・向ヶ丘遊園駅周辺との連携 

課題 2：交通基盤・施設整備 

＜運営の基本目標＞ 

基本目標 1：豊かな自然的環境と多様な資源を活かした価

値の創出と魅力の向上 

基本方針 2：効果的・効率的な管理運営の構築による生田

緑地の持続的な発展 

【整備基本計画図】 
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生田緑地に関する最近の主な構想・計画等の概要（2/4） 

Ⅱ. ワークショップ等で得られた主な意見 【平成 15 年度 生田緑地整備構想】 

 ◇中央地区 

●中央地区は、多摩丘陵の里山を原風景として雑木林と湧水を守り、里山として次世代に残す 
●現代の里山とはボランティア等による市民との協働による保全活動が必要である 
●「中央地区植生管理計画」の遵守と現在のボランティア活王を拡大した、生田緑地のファンクラブを検討する 
●ビジターセンターなどの施設を建設するときには、環境に配慮したものとする 
●生田緑地周辺地域の歴史や文化を掘り起こし、緑地文化の中に取り込んでいく 
●案内板の設置や休憩できるスペースなど来園者の立場に立った整備のあり方を検討する 
●生田緑地の緑・生物に配慮して地域との連携を強めるアクセス道路や施設間の回遊性を高める整備を行う 

【意見のまとめ】 

◇向ヶ丘遊園跡地地区 

●整理された点 
・家族や学校といった単位で楽しく過ごした思い出のある
空間 

・品種の多様さや沈床花壇という形態において価値の高
いばら苑のある空間 

・これからどういった空間として地域に開かれていくことが
望まれるのか 

【意見のまとめ】 

●具体的な検討 
○二つのテーマ 
・芸術と環境を考える 
-来場者が里山の自然を堪能しながら、芸術活動を行ったり、遊んだり

し、それらを通して環境問題への意識も高められる 
・花いっぱい 
-バラだけでなく、花をテーマとした空間となることで、これまでの価値を

高める 
○共通の認識 

-跡地への市民の関わり方 
-大切に守られるべき里山の緑 

○課題 
-現状ではばら苑以外の部分は民間の所有であり、具体的な提案には

結びにくい面がある 
-今後の地権者の意向と調整も必要 
-ばら苑が活性化されるための具体的な方策を模索する 

●構想の基本 
①自然・環境を愛で、いつくしみ、楽しむ場に 
②関わりながら育む場に、自己表現の場に 
③持てる資産を大切に＜ばら苑のいっそうの充実＞ 
④誰でも気軽にこられる場に 

◇ゴルフ場地区 

●皆が使えることが大切 
-ソフト：開放日や夫婦デイ、シニアデイ、レディースデイの拡充、ハーフターン方式をやめる、子供教室の開催、子供のスナックゴルフ大

会の開催 
-ハード：開放の出入り口を増やす、観戦場所を増やす、回遊路 

●今すぐ廃止できない→共通認識 
-自然の緑に戻した後の使われ方を練り、どのように維持するかの検討期間が必要 
-緑を維持するボランティアを育成する期間が必要 
-ゴルフ場の雇用問題への影響もある 
-存続の場合でも、提案に対してどのような改善が行われたかの努力と成果について、あらわす猶予と機会が必要 

●クラブハウスは文化的価値を明らかにした上で、保存、耐震補強改修等を検討する 
-近代建築の文化的価値という意味でも留意する必要があるので、設計者の意図を活かした保存、改修がされることが求められる 
-耐震補強が必要なことは明らかであり、今後の方向性を明確にした上で、補強とあわせて改修することを検討する 

●エコロジーパーク 
-既存のものを活かす（ゴルフ場の存在を認識した上で）、起伏を利用する、既存活動を活かす、ゴルフパークとして捉える 
-短期、中期的な範囲において、開放を含め誰でもが利用できる工夫、環境に配慮した努力を含めた新たな展開 

●回遊性を持たせる 
-自然公園化の中で自由に回遊路を設ける 
-初山と中央地区のつながりをつくる 
-中央部への回遊路の提案 
-ゴルフ場周辺を回ることができるよう未買収地を取り込む 

【意見のまとめ】 

中央地区分科会で得られた提言の主なものは、緑の文化的資産としての「植
生管理計画」による保全が急務であり、それを担う社会教育などボランティア組
織の育成が必要である。次にレクリエーションなどの場としての自然環境の中で
の調和のとれた施設配置と回遊路などの計画が必要である。これらの事項の詳
細な検討は基本計画でなされなければならない。 

一方、計画地区内に市民の居住する混合ゾーンでは弾力的手法により、生
田緑地への来園者と居住者のふれあいを図る必要がある。 

【方向性】 

向ヶ丘遊園跡地地区の将来像は、計画条件の未確定要因が多く、多様なテ
ーマ別モデルプランのシミュレーションを行い、里山の自然を堪能しながら芸術
活動を楽しむ、環境問題への意識を高める、ばら以外の花と緑を充実させるこ
とにより価値を高めることなどが期待された。 

ばら苑の方針検討も未確定要因が多く、 終的結論は得られなかったが、将
来的には川崎市が所轄するばら苑とし、ソフト面ではボランティア育成、園芸学
校の協力による高度な維持・管理組織が必要となる。ハード面では、創設当時
の庭園形式の再現や育苗舎などを充実させる必要がある。 

【方向性】 

ゴルフ場分科会では、将来は市民のための里山復元を目指すことで共通認
識されているが、里山再生の着手の時期や内容については、ゴルフ場存廃の
議論も含めて短期的見地での収斂を求めることは難しく、ゴルフ場廃止案、存
続案、ゴルフ場+里山併設案のプロジェクトが示された。 

しかしながら、将来像の実現に向けて、ゴルフ場利用者及び全市民のコンセ
ンサスを得る方向の方策の構築が必要であり、且つ反自然としてのゴルフ場の
存在は、生田緑地において環境阻害要因である人工物の建設を目標達成まで
の阻止論として示唆された。 

【方向性】 
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生田緑地に関する最近の主な構想・計画等の概要（3/4） 

Ⅱ. ワークショップ等で得られた主な意見 【平成 16 年度 生田緑地整備基本計画書】 

 
 
 
 

◇中央地区北側グループ ◇ばら苑・東生田二丁目地区グループ 

◇中央地区南側グループ ◇ゴルフ場地区グループ＜存続班＞ 

◇初山地区・飛森谷戸地区グループ ◇ゴルフ場地区グループ＜廃止班＞ 

■緑の提案 『緑の多様性をまもり、生態系を保全する』 

 ○緑を守るために二次林の特性を活かした管理体制をつくる 

 ○その場にふさわしい緑、利用を考えた緑をまもる・なおす・つくる 

 ○周囲と連携して生田緑地を守り育てる 

■水の提案 『周囲の緑と一体となった谷戸の里山環境をつくる』 

 ○稲目谷戸（ホタルの里）の谷戸環境や湧水の流れを大切にし、周囲の緑と一体となった里山環境を復元する 

 ○里山の原風景となる田んぼ（棚田）を復活させる 

 ○田んぼ周辺は湧水に支えられた湿地環境として十分な保全を行う 

 ○大学などの隣接地と連携して湧水の不足に関する課題の対応を図る 

■ルートの提案 『既存ルートを活かしながら、もっとわかりやすく、魅力的に機能向上』 

 ○ルートは新設せず現在のルートを利用するが、道標やルート案内図を充実させ、分かりやすくする 

 ○入口やルートには植物や歴史に由来する名称を設定し、分かりやすく、親しみやすくする 

 ○アドベンチャーコースの行き止まりや別れ道など、不用と考えられるルートは撤去する 

 ○グリーンアドベンチャーコースは「みどりの学び道」などの親しみやすい愛称や、少し難しいＱ&Ａを加えることにより、コースの魅力アップとＰＲ

に努める 

 ○長者穴入口から枡形山のルートの名称を「史蹟の道」とする 

■その他の施設の提案 『古い施設をなおし、もっと使いやすく、心地よい利用の提供』 

 ○なおす施設（老朽化した施設等） 

 ○将釆的には、必要に応じて稲目谷戸（ホタルの里）に便所を設置場所や形態はその時の状況で判断する。 

 ○広場に設置するベンチは木の根の保護も兼ね、幹を囲むサークルタイプが適する 

 ○枡形山展望台は施設が利用されていないため、市民の幅広い利用を促すための検討を行う 等 

■緑の提案・水の提案 『花の見どころづくりとゾーニングによる適切な緑の管理を推進』 

 ○自然植生について（ゾーニングの設定等） 

 ○生物（保護区域の設定等） 

■ルートの提案 『多様な植物、生物をわかりやすく紹介するルートのネーミング』 

 ○自然との共生を考えたルートづくりが基本となる 

 ○主要な場所やポイントにおいては、分かり易い道標を設置する 

 ○菖蒲池は里山の谷戸の自然に出会える池として、多様な生物が棲息し易い環境として保全していく 

 ○バリアフリールートの提案 

 ○東□は（仮称）中央□（飯室□）としてネーミング 

 ○幹線園路の分岐点は（仮称）くすのきの辻としてネーミング 

 ○（仮称）くすのきの辻～七草峠は（仮称）さくら坂としてネーミング 

■その他の施設の提案 『市民活動の情報発信となる施設、維持管理も考えた施設の導入』 

 ○情報提示板の１ケ所は市民活動による利用のために活用する 

 ○青少年科学館は、生田緑地にある必要がある機能を中心に、新しい自然系博物館として改修する 

 ○日本民家園は機能向上を行い、日本文化を体験学習できる施設とする 

 ○岡本太郎美術館はゴルフ場側からのアクセス路を設け、東□からの車のアクセスを禁止する 

 ○売店は休憩、売店機能を持つビジターセンターとして再生を図る 

 ○便所は気持ちよく使える形態に改修する 

 ○各便所には清掃道具等を備えつけ、日常的な管理については車を使わないようにする 

 ○老朽化が著しいコンクリート製パーゴラは撤去する 等 

■緑の提案 『今ある自然環境の保全を基本に、緑で様々な活動の展開を』 

 ○今ある自然環境をまもり、活かしていく 

 ○子どもたちがのびのびと自然にふれる場として、田んぼや畑、小山のある原っぱ、木登りのできるシンボルツリーなどをつくる 

 ○里山環境の要素として農地を位置づけ、既存の畑を活かし、田んぼをつくり、農の活動を展関していく 

■水の提案 『地域の人と育てる豊かな水辺環境』 

 ○現状の湧水ポイントは、その周辺環境（樹林や地形・地層など）を含めてまもる 

 ○水生植物観賞池は、水源となる湧水の量にあわせ、ボウフラの発生を予防できる範囲で水を引き込み、湿地環境の多様性を取り戻す 

 ○本流のコンクリート護岸は、片岸（平地側）をゆるやかな自然護岸になおし、水路際の自然を豊かにしていく 

■ルートの提案 『わかりやすいルート、使いやすいルート、回遊性のあるルート』 

 ○中央地区と連絡するルートをつくる・なおす 

 ○ゴルフ場側のフェンスを１～２ｍセットバックし、歩道を設ける 

 ○わかりやすい入ロゲートや案内板、道標などをつくる 

 ○水路上のデッキ通路を、水路の外側に移動する 

■その他の施設の提案 『今ある施設を基本に、休憩や市民活動、遊びのための施設を整える』 

 ○今ある四阿を活用しながら、新しくつくる農機具保管庫などに、休憩所としての機能を付加する 

 ○新しく整備する場所のルート沿いなどにベンチを設置する 

 ○デイキャンプ場をつくる 

 ○子どもたちが身近な自然にふれあえるように、原っぱ、じゃぶじゃぶ池、草の小山、木登りのできるシンボルツリーなどを設ける 

 ○現況の農地で行われているジャガイモ学校などの活動を引き継ぎ、農や自然にふれあう活動（屋外教室など）を行う場所を設定する 

 ○自然に親しむ様々なイベントに対応するため、周囲の風景になじむような野外ステージを林間の広場の中に設ける 

 ○農の活動を支える拠点的な施設として、農機具保管庫を設ける 等 

■緑の提案 『バラの品質をまもる・なおす』 

 ○バラの品質をまもる・なおす 

 ○バラが衰えている原因を探り、その対応を早急に行う 

 ○原因は、株の老朽化、管理の体制不十分などで、その対応には施設の補修や運営管理体制の向上など多くのテーマが関連する 

 ○ばら苑は通年開放、夜間閉鎖とする 

■水の提案 『カナールの復活・しぼり水を保全し親しむ場所へ』 

 ○「しぼり水」をまもり、親しむ場所をつくる 

 ○水生植物や木デッキを設け、もみじ谷の「しぼり水」を活かした空間に 

 ○カナールを閉苑当時の状態になおし（復活させ）､水のある空間をつくる 

■ルートの提案 『４つの特徴的なルートを設定』 

 ○旧向ケ丘遊園正門前から自動車でばら苑に至る身障者利用対策を継続することについて、小田急側に今後も引き続き協力を求めていく 

 ○既存ルート、旧道に、新しく提案するルートを加え、それらをバリアフリー、管理面、安全性、周辺住民のプライバシーの確保などの観点から、

優先順位を設定する 

■その他の施設の提案 

『＜ばら苑＞通年利用にふさわしい魅力的な施設を』 

 ○カナールを復活させ、通年利用に耐えるばら苑をめざす 

 ○老朽化した列柱、トレリスなどは、同様のデザインでつくりなおす 

 ○老朽化したベンチは付け替える 

『＜東生田二丁目＞地域に根ざした、緑の中の芸術村』 

 ○将来的には陶芸や木工などの工房を誘致し、緑の中の住宅地と協調する芸術村をつくる 

 ○地域に根ざした工房と来訪者が交流できるようなエコミュージアム的機能をもたせる 等 

■緑の提案 『今ある緑を大切にして、場所ごとに特色のある緑をアピール』 

 ○今ある貴重な緑をまもる 

 ○ゴルフ場の魅力アップにつながる植物環境をつくる 

 ○スタートホールやグリーン周辺に自然環境を啓蒙するための解説板を設置する 

■水の提案滝沢池を始めとする水辺環境の回復、保全 

 ○滝沢池の浚渫､水質浄化、ブラックバスなどの除去により、水質を改善し、生態系を回復する 

■ルートの提案 『一般利用者向けに開放するルートの展開』 
 ○一般公園利用者がゴルフ場方面に足を伸ばせるようなルートを、ゴルフプレーや安全性に支障がない範囲でつくり、生田緑地全体をめぐる回

遊ルートを確保する 
 ○一般利用者向けのルートの一部に、クロスカントリーコースや、自然体験的な散策路などを設定する 

 ○開放日の利用活性化を目指し、自然環境を満喫できる散策路を設定する 

■その他の施設・経営面の提案 『クラブハウスの魅力的な改修、ゴルファー・一般利用者の利用活性化』 
 ○自然を活かしたコースづくりの設計意図を引き継ぎ、生田緑地の自然をコースの魅力としてさらに取り込んでいく 
 ○自然を解説・案内するための、手づくりサインなどの設置する 
 ○クラブハウス・キャディハウスを改修する 
 ○幅広い利用者を誘致するために、料金体制の見直しによる低額化の実現 
 ○ゴルフ場経営の合理化を図るため、ゴルフ場経営の専門家などによって、経営改善や民営化などを推進する 
 ○ポイントカード制、早朝・薄暮プレーの拡大、休業日の縮小などの年間を通して経営面での改革を実施する 
 ○高齢者や女性などに配慮し、各種大会やコンペ開催などを積極的に展開する 
 ○開放日を増やすなど、市民みんなで使えるゴルフ場にする 
 ○市民の健康増進を図る施設として有効利用できる施設として活用する 等 

■緑の提案 『利用形態に応じた管理区分の設定、生田緑地らしいの緑を育てる』 

 ○芝生地…多様な利用形態に応じて必要とされる空間を構築する 

 ○１７番ホールはボランティア活動によって、昔の田んぼの姿を復元し、里山の原風景となる田園景観を形成する 

 ○貴重なアカマツの既存樹・樹林を保全育成するための、適切な維持管理を行う 

 ○自然の選移にまかせると樹林地が荒廃するケースもあるため、場所ごとに適切な管理形態を選択する 

■水の提案 『水辺環境を回復させて、田んぼや水遊びの場をつくる』 

 ○３つの池をつなぐ排水管を開渠化し、水路を復元する 

 ○水系を利用して小川や田んぼを復元 

 ○滝沢池を地域の生態系に即した池になおし、一部に親水空間をつくる 

■ルートの提案 『現状のルートは活かし、他の区域との連絡を確保』 

 ○アプローチしやすい出入口を４ケ所につくる 

 ○現状のルートは乗用カート設備も含め、利用可能ならば活用する 

 ○丘陵地形を活かした健康志向のクロスカントリーコースを設定する 

■その他の施設の提案 『子どもの遊びや自然観察など、集客性の高い魅力的な施設をつくる』 

 ○子供や家族連れなどが、自然の中で遊び、学習するための体験型活動施設を積極的に導入する 

 ○デイキャンプなどができる多目的な広場を設置する 

 ○ベンチ・四阿は、 初からつくりすぎず、利用状況に応じて施設の増設を図っていく 

 ○新しくつくる施設は自然の風景になじみやすいログハウス風のつくり方とする 

 ○たき火等の特別な利用状況に対応するプレイリーダー（遊びの指導員）の詰め所を配置する 

 ○既存木を活かしたツリーハウスなど、子どもが自己責任で創造的な遊びを展開する場（プレイパーク）をつくる 

 ○クラブハウス北側の駐車場に有料ドックランを整備する 等 
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生田緑地に関する最近の主な構想・計画等の概要（4/4） 

Ⅱ. ワークショップ等で得られた主な意見 【平成 17 年度 生田緑地管理計画書】 

 
 
 
 

◇協議会の設立 ◇生田緑地憲章の制定 

 今後も生田緑地の魅力をまもり、高め、広めていくために、市民と行政の協働による総括的かつ継続的な、生田緑地全体のネットワークづくりが

急がれている。そこで、ボランティアグループや個人の現在の活動を 大限に尊重し活用しつつ、互いの活動を理解しあう場（以下、仮に「協議

会」とする）を設立することとなった。 

＜協議会のイメージ＞ 

 協議会の設立にあたっては、必要とされる当面の枠組みとして、ワークショップの中で下記の項目が提案された。 

（1）目的 

 協議会の役割として、市民やボランティア団体、行政側の組織などとの効率的及び効果的な管理運営を図るための連絡や調整、生田緑地整備

基本計画の進捗状況の確認、生田緑地に関連する事業に対する意見具申・提案・協議などが挙げられる。 

（2）参加者 

 生田緑地内の市民活動団体や個人、行政の関連機関で構成される。協議の内容や活動の展開によっては、必要に応じて管轄の消防署や警

察署、その他関連機関や団体とも連絡をとり、協力していくことも考えられる。 

 当面の構成メンバーとして、下記のメンバーが挙げられる。 

●市民 

 ・平成 15～17 年度のワークショップ参加者の希望者 

 ・生田緑地植生管理協議会の登録団体 

 ・その他生田緑地に関連する市民活動団体 

●行政 

 ・川崎市公園緑地課 

 ・生田緑地内の４施設の管理主体（岡本太郎美術館、青少年科学館、

日本民家園、北部公園事務所） 

 ・多摩区、宮前区 

（3）事務局 

 協議会を設立し運営体制を協議しながら築いていく拠点として、まず事務局が必要となる。 

 当面の運営と将来的な運営の目標やイメージについて、提案を整理した。 

  ●当面の運営 

    ・市民による主体的な運営体制が整うまでは、事務局は市民と協働しながら、主に行政が担当する。 

    ・事務局の場所は、当面は生田緑地内の行政機関の建物内を借りるなどする。 

    ・生田緑地内に、事務局が運営する掲示板を設置し、広報や連絡に活用していく。 

  ●将来的な運営のアイデア 

   ＜事務局のメンバー＞ 

    ・事務局のメンバーは活動している各グループの中より選任し、複数でローテーションを組んで運営する。 

    ・生田緑地メーリングリストの中で事務局をつくる。 

   ＜事務局の拠点＞ 

    ・（できれば丸太組みの）小屋の詰め所をつくる。机とイス、電話、案内や連絡用の掲示板を設置する。 

    ・生田緑地メーリングリスト内につくり、通常の事務局会議はメーリングリストを通して行う。全面的に公開する。 

（4）主な活動 

    ・年間２～４回の定例会を設定する。必要が生ずれば随時会議を開く。 

    ・協議会での議論の結果を該当する行政機関等へ意見具申・提案・協議、許可申請等を行う。 

    ・生田緑地に関連する整備などの事業について、行政からの情報や相談を受ける窓口となる。 

    ・ボランティア活動の窓口として、一般市民への活動内容の紹介・説明、参加希望者に対する案内などを行う。 

    ・市民活動の予定を「月間活動予定表」などに月毎一枚にまとめ掲示し、お互いの活動の把握や理解に役立てる。 

    ・様々な活動を円滑に進めるために、生田緑地の情報を発信するポータルサイトの構築や、メーリングリストの運営等を行う。 

（5）協議会の名称 

 協議会の名称として、以下の提案が挙げられている。 

 ・生田緑地連絡協議会 

 ・生田緑地円卓会議（通称：アーサー会議） 

 ・生田緑地管理運営協議会 

 ・生田緑地協議会 

（6）協議会設立のプロセス 

 平成17年度に準備会を立ち上げる。（参加者は生田緑地における市民活動団体、管理計画策定ワークショツプ、

川崎市）準備会では、協議会の目的や当面の運営体制などを確認し、協議会設立に向けて広報等の準備を進め

る。 

 平成 18 年度に一般に広報を行い、協議会を設立する。協議会の運営の詳細については､協議会の中で検討を

進め、更新を加えていく。 

（1）憲章の目的 

 生田緑地憲章は、川崎市の市街地に残る生田緑地の貴重な自然を守り、次世代に引き継ぐために、また自然を保全しながら誰もが楽しく利用

できるように、今後の生田緑地の管理や利用の「よりどころ」となるものとして提案された。 

（2）憲章の内容と制定の手続き 

 管理計画策定ワークショップにおいて、生田緑地憲章を制定することについては合意形成に至った。 

 憲章の内容としては､第７回ワークショップにおける全体協議終了時点で以下のようにまとめられている。ただし､憲章の位置づけや有効性､記載

内容や文章表現､文体などについては、多様な意見が続出し、複数の具体的な提案が出されているため、今後も調整を進めていく。 

 

 パブリックコメントを実施し市民に広く意見を集め、ワークショップにおける意見と併せて内容を調整した上で、制定する手順を踏むこととした。 

●パブリックコメントを募る場(３ケ月程度) 

 ・ホームペ一ジ 

 ・川崎市役所および市内７区役所 

 ・生田緑地内掲示板 

 ・生田緑地の市民団体 

 

●下記のメンバー構成で、ＷＳ全体協議の意見、パブリックコメントの

意見を踏まえ、 終的な内容調整を図る。 

・ワークショップメンバー（青グループ、希望者） 

・川崎市 

・コンサルタント（作業班） 

 

●ホームページや生田緑地内の看板に掲示する。 

【参考】

生田緑地憲章 

 

 私たちは、生田緑地の自然や歴史文化を大切にし、

さらに楽しく気持ちよく利用できるよう協働によ

り、生田緑地の良好な管理に努めます。 

 私たちは、生田緑地の自然のいとなみを守るため、

生き物を持ち出したり、他の地域の生き物を持ち込

んだりしないようにします。 
 

 2007 年 3 月 生田緑地を愛する市民一同 

  生田緑地管理運営協議会 生田緑地東口に設置された憲章（平成22年5月撮影）

◇施設の補修・改修 

（１）生田緑地の何をまもり・なおし・つくるのか 

 平成 16 年度生田緑地整備基本計画では、生田緑地の現況について「まもる・なおす・つくるマップ」を作成し、また､生田緑地の将来について

「生田緑地整備基本計画図」を作成して、生田緑地の何をまもり（保全）、何をなおし（補修・改修）、何をつくっていくのか（整備）について、その方

向性を定めた。 
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