
第３回生田緑地ビジョン策定検討委員会 議事録 

 

開催日時  平成２２年２月１９日（金） 1６：００～1８：００ 

 

開催場所  川崎市役所第３庁舎１８階 大会議室 

 

出席者   涌井委員長、島村委員、安陪委員、川島委員、篠崎委員、杉田委員、徳田委員、元木委

員、横山委員、稲田委員、岩田委員、毛利委員 

川崎市公園緑地協会 鹿島オブザーバー、セレサ川崎農業協同組合 梶オブザーバー、特

定非営利活動法人かわさき自然調査団 岩田オブザーバー 

まちづくり局市街地開発部長 金子、教育委員会事務局生涯学習部長 沼田、多摩区副

区長 三橋、宮前区副区長 門ノ沢、日本民家園園長 岸、青少年科学館館長 十亀、岡

本太郎美術館副館長 小林、北部公園事務所長 福井 

総合企画局長 三浦、環境局長 寺岡、公園緑地まちづくり調整室長 鈴木、環境局緑政

部長 村上、環境局公園緑地課長 大谷、公園緑地まちづくり調整室主幹 安生 

 

議題    １ 開会 

２ 議事 

 (1) 生田緑地ビジョン策定の目的について 

 (2) 生田緑地ビジョン策定の進め方について 

 (3) 生田緑地の現状と課題について 

   ア 生田緑地の整備に向けた取り組みについて 

   イ 生田緑地の自然について 

３ その他 

４ 閉会 

 

傍聴者   ４ 名 

 

会議内容    冒頭に涌井委員長からのあいさつがあり、その後事務局からの資料 1～資料 4の説

明と岩田オブザーバーからの生田緑地の自然についての説明を交えながら討議を行

った。 

（委員長あいさつ） 

涌井委員長 1 月 22 日は皆様ご苦労さまでした。大変有意義な現地の委員会を開催できて大変

嬉しかったし、得るところも非常に多かったと思います。 

今年は、国連の生物多様性年、それに加えてもう 1 つ、全国生態系エコロジカル

ネットワークを 1 年半検討してきましたが、それがようやく環境省のホームページ

に上がることになりました。これは私が委員長を務めています。50 年後の日本をど



のようにエコロジカルネットワークを重視しながら作り上げていくのかという新た

な目標像をそこに示すものであります。これは 10 日ぐらいでアップされると思いま

す。ご覧いただきたいと思います。 

皆様方は、川崎市、あるいは生田緑地に貢献していただくために大変な努力をし

ていただいています。とは言いながらも、本当に共通のテーブルが持てているのか

ということになりますと、それぞれが個別に市と協議していくということが起きて

います。1 つのテーブルについて、川崎市の貴重な財産、首都圏の貴重な財産であ

るこの生田緑地についての議論をする機会はあまりなかったと思います。まさにそ

ういう意味では、市民の眼差しから、ここをどのように考えていくのか、そういう

テーブルを今回持てたということは非常に重要な意味があると思っています。 

第２回の冒頭にも申し上げたように、皆さんのご熱心な参画と、他を排除しない

でお互いがつながり合っていく、ネットワークをこしらえて 1 つの目標を達成しな

がら、より価値のある生田緑地にするのかということは、必ずしも共通する場面ば

かりではなくて、時にはそれぞれの利害がぶつかり合うという致し方ない場面もあ

るのではないか。しかし、それを乗り越えて、生田緑地の目標像を、これだけの委

員の先生方が集まっているわけですから、現実面、理想面、両方相混ぜて、ここで

議論していただければ幸いかと思います。 

愛・地球博の会場の跡地の公園計画をどのようにしていくかという議論がありま

した。当時、愛知県で、愛・地球博公園マネジメント会議を作っていただきました。

愛・地球博記念公園というのは県民の意向を代表して、県が管理者であるわけです

から、県の管理のもとにそれが整然と進んでいくことが望ましいです。しかし、愛・

地球博というのは実は市民参画というのが大きなテーマになりました。そして市民

参画が成功の要因でもあったということで、各々がばらばらな方向を目指したので

は具合が悪いということで、公園マネジメント会議を 2 年余の準備期間を経て設置

し、今現在順調に滑り出していて、どういった主体がどのように担い合っていくの

かということについて、非常に意義のある共通解を見出しつつあります。今後、そ

うした方向が非常に重要だと思います。 

この会議も、単に生田緑地をどうするのかということを超えて、今後の公の資産

について、川崎市民だけの資産ではない、首都圏全体の資産、大げさに言えば日本

全体の資産でもあるこうした貴重なものをどのように守り育てていくのか、そうし

た非常に大きなモデルケースになるのだろうという気がいたします。そうした意味

から、大所高所から、それぞれのお立場を乗り越えて、いい生田緑地の将来像をこ

の中で作り上げられるといいなと思います。この委員会のミッションは何かという

お問い合わせもあったのですが、まさにそれが一番大きなミッションだろうと。そ

うした共通解をみんなが持てるということが今回の非常に大きな意義ではないかと

思います。先日の現地視察は、あれほど多様な活動、資源を目の前にして、そんな

ことを痛感させられたわけであります。そうしたものを共有していただけるのであ

れば、そういう立場で私もこの委員会の委員長として皆さんとともにご苦労をさせ



ていただければ嬉しいと思う次第です。 

   

（意見交換） 

事務局 

（安生主幹） 

・資料 1、2説明 

・市民懇談会開催のチラシの紹介 

涌井委員長 事務局からのこのテーブルの基本的な目標、すなわちビジョンの目的、生田緑地

の課題、策定の進め方、市としての考え方を示していただいた。まずはここからが

スタートになるので、ご質問、ご意見があればお願いしたい。 

岩田委員 生田緑地を利用することの効用はきちんと整理されてここに示されているが、い

い影響ばかりでなく、悪い影響も当然あると思う。利用による弊害についてもきち

んと議論できるような整理が必要ではないか。例えば自然に関して言えば、利用に

よって負担になり過ぎることも当然出てくる。交通渋滞など、利用の効用以外の悪

い影響も整理する必要があるのではないか。 

涌井委員長 利用効用と存在効用というのは、緑地や公園が持っている機能をあえて分ければ

そのようにカテゴライズされるという意味であって、マイナス、プラスについては

これから個別に評価していくという理解でよろしいか。 

事務局 そのとおりである。 

篠崎委員 

 

生物多様性の保全をうたっているが、生田緑地の生物多様性の確認はどのような

形で取っていけばいいのか。まず、存在意義みたいなものを確認し合うということ

ではないかと思うが。 

涌井委員長 次の議題に、生田緑地の自然がどのような現状になっているのか、資料を用意し

ている。そこで足りないことは指摘していただきたい。 

事務局 

（三浦局長） 

前回の委員会で、そもそも生田緑地ビジョンを何のために作るのか、どういうこ

とをやっていくのか、どんな段取りでやるかという話があった。生田緑地ビジョン

は、ここに関わるさまざまな方が共通に持てる、「誰もが共有できる生田緑地の目指

すべき将来像」という言い方の中に大枠を示し、「豊かな自然・文化、人、まちがと

もに息づき緑をつなぐ持続可能な生田緑地の実現」という生田緑地の大きな目標を

仮置きしている。 

その目標の一つとして、生田緑地には緑があり、自然そのものがあり、さらには

そこにさまざまな利用施設があるといった現状の中で、まずは「存在効用」という

言い方をしているが、そこに“自然”があることが大切であるということである。

その中身を具体的に言うとこういったことが考えられるということを、資料で整理

させていただいている。「利用効用」についても、さまざまな利用が考えられる。緑

そのものを利用するということもあるし、施設を利用するということもある。こう

した中で、生田緑地でともに活動していく団体なり、地域なり、さまざまな関わり

合う方々が、共通の思いを持ってできるような形を整理したい。 

本日の資料の２枚目には、ビジョンの中身をもう少しブレークダウンすると、こ

ういったことがあるのではないかということをお示しししている。 



個々のものについては、先ほど御説明した進め方の中で議論を進めていきたい。

本日は、ビジョンの目指す方向性はこれでいいのかどうか、そこを確認していた

だきたい。 

涌井委員長 皆さん方に具体的なイメージを持っていただいたほうがいいと思う。“生田緑地に

は整備の方向があり、市はこういうスケジュールで考えている。だからこそ、ここ

で生田緑地ビジョンを策定しなければならない。”こういう認識を共有していただい

たほうがいいと思うので、資料 3 を説明していただいて、この進め方がいいかどう

か検討したい。 

事務局 

（安生主幹） 

・資料 3説明 

事務局 

（鈴木室長） 

補足する。スケジュールをお示ししたが、生田緑地は、市としては、環境局や教

育委員会などがそれぞれに個別に計画を立ててきた。そのため、生田緑地の中で起

こることを総合的にうまくお伝えできていない面もあった。生田緑地ビジョンをと

りまとめていく中で、個別の計画を生田緑地という大きな面の中で、横串を刺すよ

うな形で横断的に総合的に見ていきたい。 

涌井委員長 要するに 1 つの箱モノがあれば、これをよくしようという思いが詰まってきて、

ようやく予算がついたと思った途端にドンと走り出すわけである。しかしそれは生

田緑地というカテゴリーで、みんながばらばらに走り始めてしまうと、どこに行っ

てしまうかわからない。それがここではたまたま平成２３年度に予定されている。

２３年に向かって一斉に走り出したら、よくしようという思いが 1 つのイメージで

あるかどうかわからなくなってしまう。しかも、それぞれ皆さん方のお力を借りて

いるわけである。皆さん方のお力も一緒になって走り出してしまい、後戻りできな

くなる可能性も十分あるので、ここでもう 1 回冷静になって、生田緑地をどうした

らいいかということを、これだけ具体的になっているのでちゃんとやろう。走り出

してしまったものは止められないが、走り出したものと全体との調和を図る議論を

していこうという話である。 

そういうことを考えたときに、一番の土俵であるこの進め方でどうだろうか、と

いうご相談である。ようやく、ばらばらに走り出したものを 1 つの括りにしようと

いう合意ができたわけである。この進め方について、こんな方向でやっていくのは

どうだろうかということである。 

川島委員 

 

私も生田緑地にはよく行くが、緑があるから散策に使われたり、リラックスの場

に使われたりと、いろいろである。 

枡形山へ行く坂を上がっていくと、地層や枡形城址などの貴重な資料がある。人

間が長い間の生活してきた歴史文化の跡である。今、生田緑地にあるのは、星を見

せるもの（プラネタリウム）だったり、子どもさんたち見せる機関車だったりする

が、緑の中に人間がどうかかわって生きてきたかという 1 つのつながり、1 つのビ

ジョンがあると思う。それがあそこで語られて、見学に来た人たちが、そういった

ことを知っていくということも必要である。 



これだけたくさん施設があると、かえって難しくしてしまっている。もっと簡素

にしてはどうか。みんなが気持ちよく使える公園。これだけの緑が残っているのは

貴重である。 

行政も、実際に長く続いてきたい生活文化をあそこに如実に表していいと思う。

川崎の場合は貝塚もあちこちにあるし、田んぼもあるし、そういうものもひっくる

めて生田で凝縮して、生田をどういうふうにしたらいいかを研究して欲しい。ただ

遊びに来るだけではなくて、いろいろなことを覚えていってもらうなど、プラス楽

しめるというように。こちらにちょっと作って、あちらにちょっと作るのではなく

て、流れのビジョンを作ってもらいたい。 

涌井委員長 まさにそういう話だと思う。全部がばらばらに走り出すと、結局、生田緑地とい

う空間だけがあって、生田緑地は何ぞやというところで 1 つにならない。それぞれ

が場所を使っているというだけの話になってしまう。どのようにしていくか、そう

いう点をここで議論していきたい。 

事務局 

（鈴木室長） 

生活と文化という切り口の話があったが、歴史も含めて、自然というのは我々が

知っている短い長さではなくて、もっと長い期間にわたるものである。そういう 1

つの大きな生田緑地らしいコンセプトをベースに、川島委員からもビジョンをとお

っしゃっていただいたが、将来構想を持ってみんなで育て守って、土地も使ってと

いうことができればよいと思っている。議論が進む中で、より簡潔に、わかりやす

い方向で多くの市民の方に打ち出しができるように進めていきたい。 

涌井委員長 将来像のイメージとしては、「豊かな自然、文化、人、まちがともに生きづき、緑

をつなぐ」、あるいは「緑がつなげる」かもしれないが、「持続可能な生田緑地を作

っていこう」、こういう目標で行こうということでよろしいか。 

委員（全体） よい。 

涌井委員長 検討のプロセスは皆さん方にはご負担だと思うが、これで進めていきながら、と

きどき市民の方々と懇談会を開いて直に声を聞いて、この委員会に反映していくと

いう形でこれを進めていくということでよろしいだろうか。 

委員 よい。 

篠崎委員 委員長がおっしゃったように「緑をつなぐ」ではなくて、「緑がつなげる」に変え

ていただいたほうがよいと思う。 

涌井委員長 この意味はそういう思いだと思う。そのように変えたい。 

次に、生田緑地の質について説明いただきたい。 

事務局 

（安生主幹） 

・資料 4説明 

涌井委員長 今の話を整理すると、昔は畑 1 反、山 7 反で、刈り敷き農法、すなわち里山が農

業をサポートしてきた。そういう暮らしの歴史があった。里山は、当時はやった言

葉で言えば、宅地余力地、すなわち宅地開発するに余力のある地域、こういう形で

開発が進み、人口集積が著しくなった。そのころはまだ緑があるだろうと安心して

いたが、脱兎のごとく緑がなくなった。結果として、とりわけ川崎市においては残



された緑は非常に少なくなってしまった。 

先ほどの航空写真を見るとわかるとおり、昔は当たり前にあったものが今や生田

緑地周辺にしか残っていない。しかもそれは関東平野全体を見るとわかるように、

多摩三浦丘陵と草花丘陵と狭山丘陵、利根川一円、実はここにしか緑がないのであ

る。ところがそのほとんどが民有地である。公的な担保や、計画的に押さえられた

公有地になっていない。これを一体どうするのかということを考えると、関東の緑

の塊はほとんどなくなってしまう。しかも相続がどんどん進めば、なおさらである。

片方には民有の緑地をこれからどのように守っていくかという話と、さらに言えば

公有地である緑をどのようにつないでいきながら、より意義のあるものになるかと

いうと、生田緑地の持っている戦略性は極めて大きい。こういう話を今説明してい

ただいた。 

ところが、資料が不足していると思う。生田緑地の法定計画上の位置づけはどう

なっているのか。つまりどこまでが生田緑地なのか。追加指定をしなければいけな

いところがあるのか。緑地保全のエリア、どこが規制に入っているのか。現状の公

園の計画、都市計画上の位置づけなり緑地指定の位置づけがどうなっているのか、

この周辺を全部含めて説明していただくと非常にわかりやすい。担保はどうなのか。

将来どこまで保てるのか。その資料がないと計画論としての議論が非常にわかりに

くい。計画決定しているが、実は民有地のままの地域がここであるとか、そういう

計画論としての資料を次は出してほしい。 

それから、6 ページでは、最初から各地区ごとの課題となっている。生田緑地ビ

ジョン検討における地区ごとの状況とか、これをやってしまうと、つまり全体が持

っている課題は何なのかということをまず 1 度整理しておかないと、また個別の地

区の議論にどんどん分かれてしまう。還元論的な話になってしまう。実はこの前の

1 ページを皆さんに作っていただきたいという話をしていただかないと困る。今日

皆さんに集まっていただいているのは、地区ごとにはこういう状況があるが、この

前の 1 ページ、ここには透明人間のように入っていない 1 ページ、これをちゃんと

作ろう。そのことによって全体が 1 つのコンセプトでつながる。ここをどのように

作るかというのがこの委員会の重要なところだと思う。そこを念頭に置いていただ

きたい。これに基づいて、ご意見をいただきたい。後ほど岩田オブザーバーから典

型的な場所についての自然の状況、質についてご説明いただくが、ここまでで何か

ご意見があれば伺っておきたい。 

岩田委員 多摩川の崖線軸のつながりの中で、生田緑地の先に稲田登戸病院があった。私は

そこを全部含めて生田緑地だと思っていたが、ある日突然そこは個人の所有地だと

言われ、今は丸裸の赤土になっている。あそこは将来的に生田緑地にすることは可

能なのか。 

涌井委員長 都市計画上の緑地なのか、一般的にここのあたりも生田緑地というのか、どちら

かということか。 

事務局 今お話の場所は生田緑地の計画区域外の場所であった。地形的には連担していた



（大谷課長） という事実はある。今まで稲田登戸病院という形で、ある個人の地権者の方から、

国家公務員共済組合だったと思うが、国が借りて病院として利用していた。地権者

との契約が切れたので、更地に戻して返すという契約である。病院の跡地であるた

め、医療系廃棄物を処理する経過の中で樹林もすべて伐採されてしまった。 

都市計画の位置づけというお話があったが、現状は丸裸の造成された敷地になっ

ている。今後、生田緑地として計画決定の区域をそこに伸ばしていくかどうかとい

うのは 1つの課題として受け取っている。地権者もいらっしゃるという現実もある。

そういうところも精査しながら検討させていただきたい。 

涌井委員長 民有地であれば個人の財産である。ところが、実はそうではない。個人の財産で

あっても緑がそこに残されたほうが望ましい。そのギャップをどう埋めるかという

のが、多摩三浦丘陵の議論の一番の前提である。 

緑を残してほしいと言うのは勝手だが、その人の財産権はどうなるのか。仮にそ

こを皆さんの力でお互いに負担し合うという仕組みができればそういう可能性も出

てくる。それが多摩三浦丘陵の実は大きな議論である。 

今までは土地を愛するという心で土地の相続を守ってくださったが、これから代

替わりしていくと、ごみは捨てられる、場合によっては犯罪の場所になる。藪蚊も

いるし、それだったらお金にしてしまったほうがいいではないかという相続の方が

いる可能性というのは十分ある。これは大きな課題である。ただ行政がやればいい

というだけではなく、市民が緑を守るためにどういう負担をしていくのかというこ

とも 1 パックにしながら議論していかないと緑は保てない。そういう意味でも、エ

コロジカルネットワークの中にはコアとバッファーとコリドーというのがあるが、

生田緑地はまさにコアである。だからここをどうするのだという議論をしていかな

いと、バッファーとしての緑をどうつないでいくのかという議論になかなかつなが

っていかない。今回はコアの議論にとどめて、コアの中だけでどのように考えてい

くのかということが非常に重要な視点だと思う。 

ぜひ都市計画的な資料を出してほしい。地域制緑地で、どのようにこの周辺を担

保しようとしているのか。それを皆さんにわかっていただかないと、生田緑地の緑

地としての戦略的な効果はなかなか全体像として理解できないだろう。 

せっかく航空写真をつけていただいたが、少し不足なのは、航空写真の中で、生

田緑地のここは不変の場所なんだという場所があるはずである。そこをちゃんとマ

ークしてくれると、そこが非常に重要な地域だということがわかってくるので、そ

れもわかりやすいようにしていただくと、皆さんの議論が進むのではないか。 

杉田委員 土地に対しての私有財産というお話があったが、私有財産の中でも調整区域など

については規制がかかっている。ある程度の規制が必要ではないかと思う。 

登戸病院の話があったが、今、ああいうところとタイアップして大きな木をどん

どん切ってしまうことを平気で認めていくという市に私は我慢できない。私の地域

でもクヌギの雑木林の大きな木をどんどん切られている。何とかストップさせる方

法を考えていただきたい。 



生田緑地のエリアの中で、小田急電鉄が持っている部分で小田急と交渉している

という話があったが、小田急電鉄だけでなく、個人の方が持っている部分も相当あ

る。こういうエリアも早く規制をかけて、民間が持っているのだから手がつけられ

ないというようなまとまりのないやり方ではなく、ちゃんとした方針を出して、生

田緑地をどう守っていくかということを相対的に考えていただかないといけないの

ではないか。 

涌井委員長 まさにそういう悩みなのである。鞭だけだと、俺の財産だと開き直られる。みん

なで一緒に担保していく方法をこれから考えていかなければいけない。隗より始め

よで、コアとしての生田緑地の中身をどうするのかということはそういう議論に非

常に影響を与えると思う。 

横山委員 

 

商工会議所の不動産部会の勉強会で、麻生区全体を視察した。麻生区の万福寺に

新しい素晴らしいまちができた。あそこはある地主さんが土地を持っていて、大地

主の努力の結果、素晴らしいまちができた。20 何%という広大な緑を残した上での

まちづくりを完成させた。素晴らしいことだと思う。最初から何%の緑を残すという

ことで、相当昔から計画されて作ったまちである。大きなまちがあれだけの緑を残

しながらできている。最初の計画が素晴らしかったのだと思う。 

篠崎委員 多摩三浦丘陵の資料をいただいたが、これは別名イルカ丘陵というそうである。

イルカの目玉に当たるところが生田緑地であると考えている。イルカの目が腐って

はいけない。人を癒すイメージにならないといけないのではないか。 

涌井委員長 イルカの目玉というのはいい表現である。全くそうである。 

岩田オブザーバーから、緑の質を専門的に見るとどういうことなのかということ

をお聞きしたい。 

岩田オブザー

バー 

生田緑地の自然についてパワーポイントで説明 

涌井委員長 生田緑地は大変貴重な自然を保有している。恐らくこれから岩田さんは、これを

保護するためにはどのようにしていったらいいか、これからが実は本番の話だった

のだろうと思う。これはぜひ次回ご提案をいただきたい。 

私のような専門の立場から見ても、よくここまで記録調査されたと思う。それが

どれほど大変なことかということはおわかりいただいたと思う。 

冒頭、利用の効用もあるが、存在の効用も大きいという話があったが、まさに岩

田さんが説明していただいたのは、生田緑地の存在効用のある一断面を示していた

だいた。 

そういう共通認識ができて、しかも時系列的に明治時代から見ても、この地域の

川崎の原風景が唯一残されている。現在の時点から言っても、エコロジカルネット

ワークの観点からも非常に稀有な存在効用がある。これは共通認識として持てたと

思う。 

逆に言うと、ここは公園なので、多くの人たちはここに来て楽しみたいという気

持ちがある。楽しんで帰っていただくことも実は非常に重要である。緑に親しんで



いただく、気づくということから動機づけていかないと、貴重なものにもなかなか

アクセスできない。したがって、ここが持っている”楽しむ”という機能と”非常

に貴重”だという 1 つの効用、これを矛盾させないでどのようにうまくつないでい

くのかということが非常に大きなこれからのテーマだと思う。しかも逆に言うと、

そういう現状をどうつないでいくかだけでなく、歴史的な過去と未来をどうつない

でいくのかという課題もその中に大きくある。そのようなことが岩田さんのお話の

中で、生き物がここの歴史の痕跡みたいなものを示してくれている、このような話

だったと思う。 

なぜこんな話を長々としているかというと、まとめていきたいのである。今日の

目的は、1つはプロセスを確認する。2つ目は共通の認識を持てそうかどうか。この

2つである。これについて、ご意見をいただきたい。 

徳田委員 

 

効用という話は、経済学の専門用語かと思ったが、そうで無いことがわかった。

存在効用の意義はとてもよくわかった。存在効用を維持していくことは非常に大事

なことである。 

もう 1 つ、利用効用とのつながりというのも忘れてはいけないことである。感じ

ることは、利用効用をいかに経済効用につなげていくかということが重要な課題に

なるのではないか。プロセスとしてそれを忘れてはいけない。 

先日、生田緑地を拝見して感じたことは、生田緑地に関わっている人たちという

のはたくさんいるわけである。そういう方々の動きというのは広がっているのかど

うか。我々の大学は隣にあるが、隣にあればいいというものではなくて、うちの学

生たちはどれだけこの生田緑地に行っているのか見えなかった。経済学的に見ても

ただ隣にあるというのはあまり意味がない。そこに見えないネットワークがあるこ

とは非常に大事な視点である。 

生田緑地に関わっている人たち、それから隣になくても、見るということでもい

いのだが、何らかの形でつながりを持った人たちが広がっていっているのかどうか

というのがよくわからなかった。 

これは先の話かもしれないが、生田緑地を中心にしていろんな人たちが関わって

いって、そのポジショニングというのがあるとわかりやすいのではないか。市民の

方たちも努力してやっておられるが、我々大学はどうもここには積極的に関わって

こなかったという反省がある。 

私がここに来たベースというのはたまフォーラムで、六大学連合をバックにして

いる。専修大学だけでなく、明治大学とか、日本女子大の学生たちがどれだけ生田

緑地を学ぶ施設としているか、またはポテンシャルのある人たちが現在活動してい

る人たちの支援に回っているかどうか。2 つの意味で、特にこれだけの場合には、

もしかすると経済的な効用を強めていく 1 つの道具（てこ）になるかもしれない。

要するにビジョンはビジョンとして出したほうがいいと思うが、それを広げていく

というところが大事なことで、守りながら攻めていく必要があるのではないか。 

涌井委員長 まさにおっしゃるように社会的共通資本財という認識はみんなあるが、それをど



う自覚して、どうつないで、言わば経済効用も含めてどう広げていくのか。第 1 回

委員会でご用意いただいたが、この生田緑地にそれぞれの組織がどのように関わっ

ているのか、配置図みたいなものがあった。あれをもう 1 度、次の機会に出してい

ただくと、どんな団体がどんなふうに関わっているのか。ここだけで関わっている

のか、背後の団体を持って楔形に関わっているのか、そんな図があると、今徳田委

員がおっしゃった関わり方がわかりやすくなってくると思う。科学館や岡本太郎美

術館、その後ろ側にもいろんな市民の方がいる。そういうものがどんなふうにここ

に関わっているか明示されたほうが、よりわかりやすくなると思う。お願いしたい。

ほかにはいかがだろうか。 

時間も来たので、今日は確認をしたということが主題であった。消化不良なとこ

ろもあるかもしれないが、ご勘弁いただきたい。 

事務局 

（安生主幹） 

次回委員会は 4月中を考えている。 

事務局 

（三浦局長） 

3 回目になり、いよいよ本題に入ってきた。目指すべき方向とこの委員会の役割、

一定の共通の理解がとりあえずできたと思う。 

そういう中で、それぞれのパートごとに掘り下げながら議論を深めていきたい。

多様な方々が関わりを持つ貴重な生田緑地である。今後ともご協力をよろしくお願

いしたい。 

本日はありがとうございました。 

（閉会） 

 

以上 


