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第６回生田緑地ビジョン作成検討委員会摘録 

 

開催日時 平成２２年９月３０日（木）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、安陪委員、佐伯委員、薬袋委員、 元木委員、原島委員、稲田委員、

岩田委員、毛利委員 

 セレサ川崎農業協同組合 梶オブザーバー、川崎市公園緑地協会 関口オブザー

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、 

 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 板

橋、日本民家園園長 木下、青少年科学館館長 十亀、岡本太郎美術館副館長 小

林、多摩区道路公園センター整備課担当課長 佐藤、総合企画局長 平岡、建設

緑政局長 栗林、建設緑政担当理事緑政部長事務取扱 高田、建設緑政部担当部

長公園緑地課長事務取扱 大谷、公園緑地まちづくり調整室担当課長 中川 

 

議題 １ 開会 

 ２ 議事 

  （１）第２回生田緑地ビジョン市民懇談会の報告について 

  （２）生田緑地の新たな管理運営体制について 

  （３）生田緑地ビジョン【素案】（概要版） 

  （４）生田緑地ビジョン【素案】 

 ３ その他 

 ４ 閉会 

 

傍聴者 ５名 

 

会議内容  涌井委員長からのあいさつにはじまり、事務局からの説明の後、議事について

討議を行った。 
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（委員長あいさつ） 

涌井委員長 雨中、どうもご苦労様でございます。これまで6回にわたり議論させていただいて

おりますが、今日は事務局の方から素案のようなものが提案されております。生田緑

地の存在効用に対しては皆さん等しく認めておられますが、利用については様々な立

場から様々な利活用のご希望があります。それら利用の希望と生田緑地の存在効用の

バランス、あるいは生田緑地の価値を毀損しないという調整の中でどのようなビジョ

ンを持っていくことが望ましいのかということが大変重要であると思われます。あわ

せて、ビジョンができましても、それをどのような形で実際にマネジメントしていく

のかが重要です。これがしっかりしていなければ、ビジョンそのものが絵に描いた餅

に終わってしまうということもあるかと思います。今日は、管理運営体制やビジョン

の素案について事務局の方から皆さんにお諮りする予定ということですので、市民懇

談会の皆様方のご希望とあわせ、新たな管理運営体制、ビジョンの素案について議事

といたしたいと思います。どうぞいろいろなご議論をお願いし、ご意見を頂戴いただ

きたいと思います。 

 

（意見交換） 

事務局 

（中川課長） 

・資料1「第2回生田緑地ビジョン市民懇談会の報告について」、資料1「生田緑地の

新たな管理運営体制について」を説明。 

涌井委員長 一般市民の方が参加されたワークショップにおいても検討委員会とほぼ同様の意

見がみられたように思われる。施設の存在の是非等のように対立的意見も散見される

が、これらについてのご意見を伺いたい。 

また、新たな提案として、ビジターセンターを車のシャフトのクランクボックスと

し、両輪に横断的管理をつけるといったような新たな管理運営体制について記載され

ているが、これについてもご意見・ご質問等、意見交換をお願いしたい。 

委員の皆さんがお考えの間に事務局にご説明いただきたいのだが、市民懇談会に出

席された30名の市民の方々について、どのような公募を行ったのか。 

事務局 

（中川課長） 

市政だより7月21日号で公募を掲載しており、全市に新聞折込で配布を行った。

その他、市 HP 上での広報、近隣の町会及び自治会での回覧、各区役所等の行政機

関での案内ポスターの掲示を行った。 

涌井委員長 参加した市民は顔見知りが多いのか。あるいは新しく参加した方はいるのか。 

事務局 

（中川課長） 

前回参加した方もいれば、新たに参加した方もいる。 

岩田委員、毛利委員、薬袋委員、岩田オブザーバーにも参加いただいた。 

毛利委員 市民懇談会に出席した。皆の思いや取り組まれている活動が聞けたことがとてもよ

かったと感じている。いろいろな意見を聞くことは重要であり、自分の意見を再発見

することも多い。今後は、生田緑地内で同様の取組を是非進めていただきたい。青空

の下、芝生やベンチに腰掛けて、アットホームな雰囲気で皆がグループ議論をすれば、

良い知恵が出てくると思う。 

また、生田緑地に関してはいろいろな団体が取組を行っており、学校での利用もあ
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るので、参加団体や学校関係者の方々の率直な意見を聞いてみたい。全体として、市

民懇談会に参加してよかったと思う。 

涌井委員長 その他の意見はどうか。市民懇談会についてはご報告であるので、討議の対象とい

うよりは、印象を伺えればと思うが、新たな管理運営体制については是非ご意見を頂

戴したい。 

岩田オブザー

バー 

前回から、この案についてはいろいろな形で見てきたが、指定管理者への委託内容

が不明である。自分たちは自然の保全や雑木林の植生管理について、植生管理協議会

という場を作り、そこで合意形成をかけながら生田緑地の植生管理を進めていくこと

を行っている。そのような意思決定のプロセスがこの中にどのように組み込まれるの

かよくわからない。横断的管理運営体制の中に4つの分野があるが、緑地整備につい

ては、「整備」と「維持・管理」のみで「保護・保全」ということが入っていない。

「保護・保全」についても取り組める位置づけをしていただきたい。 

涌井委員長 事務局にご説明願いたい。 

事務局 

（中川課長） 

横断的管理体制の中での役割分担が見えにくいというご指摘と理解し、説明させて

いただく。指定管理者については、庶務的業務や受付業務等、3館で共通する業務に

ついて一括して指定管理者で出せないか検討しており、あわせて、公園事務所で行っ

ている軽微な維持・管理をその中にいれられないか整理を進めているところである。

学芸業務や緑地整備のような業務は本来の直営業務として残していく予定である。 

また、維持・管理の部分に保全という概念をいれることについては、今回のビジョ

ンの中で触れさせていただくので、その考え方を踏まえながら進めていくつもりであ

る。 

岩田オブザー

バー 

維持・管理と保全は本質的に異なることを認識していただきたい。「維持・管理」

のなかに「保全」が入っていると言われても、それは難しいと思う。 

事務局 

（中川課長） 

維持・管理をしながら保全の視点を入れるということについて、これまでの議論で、

維持・管理作業において貴重な種が失われてしまった経緯等もお伺いしているので、

指定管理者の仕様書の中に「関係者と相談して進めること」という記載を入れること

も検討している。今後、皆様とご相談を進めながら、業務範囲を明確化していきたい。

涌井委員長 この点については、生田緑地ビジョンがどのような位置づけになるのかということ

と関連しているため、次の段階に議論を進めさせていただきたい。 

今日の委員会において、公園マネジメント会議という新しい制度の導入について、

委員の方々が賛成か否かを確認させていただくことが重要だと考えている。提案者の

立場から説明させていただくと、事の発端は愛・地球博にさかのぼる。愛・地球博の

成功は、多様な団体の能動的な参画の広がりにあった。万博終了後に以前の青少年公

園に戻すことは、万博の成功に寄与した多様な市民、ステークホルダーからなるボラ

ンティアの活動が胡散霧消し、従来、国家と企業により運営されてきた万博に、初め

て市民が参画した愛・地球博の理念も消失することになる。今後は、環境問題を考え

る上で、多様なステークホルダーの多様な参画が非常に重要である。そのためにも、

愛・地球博の理念と、能動的な運動体をきちっと公園の中に残しておくべきであるこ
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とから公園マネジメント会議創設のはこびとなった。 

しかし、当地においても、様々な活動を行っている団体が多いものの、互いにすれ

違いをしており、行政の行う管理についても納得できていないという状況であった。

これは、行政の管理においては、愛知県民全体の平均水準の履行が重要な論点である

ことに由来している。地域にこだわりを持って活動をする方と、行政上のやらねばな

らないこととがミスマッチしているため、いつも対立してしまい、建設的な方向に進

まない。これでは具合が悪いので、対立する意見を日常的に吸収しながら、同時に、

公園づくりについて県民にアピールしていくことが必要であるという観点から公園

マネジメント会議を日本で初めてスタートさせる準備を 4 年間かけて行ったのであ

る。この4年間の中で、互いの違いや活動について理解を深め、共通項を見出すこと

ができた。 

当地では、明日、地球市民交流センターがオープンする。これは、ボランティアの

バックヤードとして整備されており、生田緑地でいうところのビジターセンターの役

割機能を持っているのだが、建物自体も非常に特徴的である。外見上は建築物に見え

ず、内部についても仕切りのないフレキシブルな構造となっている。また、空調を用

いずに、地中パイプを通じた換気を行うなど、環境を体感させる設備を備えている。

市民同士の交流、自分たちがどのように運営していくべきかある一定の枠組みの中

で議論をし、公園マネジメント会議には、愛知県及び指定管理者も等分の位置で参加

し、相互に日常的にマネジメントを調整している。当初は不安もあったが、思い切っ

てはじめてみると、70数団体が登録を希望するまでの広がりを見せた。 

生田緑地のように多様な人々に、多様な価値があり、ひとつの水準を統一しながら、

場面においてそれぞれの個性を発揮していただくようにすることが望ましい。その際

に、行政が管理者として調整すると難しいことがあるため、新しいシステムとして導

入してはどうかということで提案した。しかし、委員の皆様方に賛成していただけな

ければ始まらない。デメリットの記載もすべきとのご意見を踏まえ、メリット、デメ

リット両方について記載しているので、しっかりと議論をすすめていきたい。 

岩田委員 施設の管理・運営については、青少年科学館やプラネタリウム、日本民家園のチケ

ット販売等、学芸以外の全ての業務について指定管理者に委託するということか。 

事務局 

（中川課長） 

受付業務については共通化できるかと考えている。 

岩田委員 日本民家園の夜間警備や、多摩区道路公園センターの行っている展望台管理等につ

いても一体的な管理運営の対象として指定管理者に委託することになるのか。 

事務局 

（中川課長） 

枡形山の管理は北部公園事務所が行い、民家園は保護財があるため 24 時間警備し

ている。それらを共通化することによりみられる範囲も広がってくると考えており、

現在、検討中である。 

岩田委員 生田緑地全体の夜間管理についても指定管理者が行うということか。青少年科学館

の自動販売機周辺に中・高校生がたむろし、花火をするなど問題行動について注意で

きないなど困っている現状があるので質問した。 
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事務局 

（中川課長） 

仕様書の範囲を調べた上での詳細によるが、方向性としてはそのように考えてい

る。 

涌井委員長 補足説明であるが、管理は指定管理者が行い、運営は公園マネジメント会議が行う

という仕分けである。 

稲田委員 生田緑地の活用、及び保護・保全について、それぞれの思いを理解した上で実現し

ていく仕組みづくりが重要である。生田緑地は保護・保全を行い、守りながらも活用

していくべきであると思うので、このような協働のプラットフォームについて賛成で

ある。 

涌井委員長 この議論はビジョンと密接な関係にあるため、先にビジョンの説明をお願いした後

でフィードバックすることとしたい。 

事務局 

（中川課長） 

資料3「生田緑地ビジョン【素案】（概要版）」、資料4「生田緑地ビジョン【素案】」

について説明後、欠席委員の方々のご意見を紹介。 

涌井委員長 今回提示した素案についてご意見をいただき、ある程度素案が整ったものをパブリ

ックコメントにかける段取りである。これまで議論されてきたことの集約となるこの

素案についてご意見をいただいた後、先ほどの管理運営の議論に立ち返り、議論をま

とめていきたいと考えている。 

先ほど、岩田オブザーバーから保全・保護の話と管理の話を一緒にするべきではな

いというご指摘があったが、素案についてはご了解いただけるか。 

岩田オブザー

バー 

了解である。 

涌井委員長 他の点についてはどうか。 

毛利委員 資料3の「生田緑地ビジョン【素案】（概要）」に基本理念が記載されているが、委

員会での検討を経て感じたことは、「人」がポイントであるということである。生田

緑地には、様々な人が集い、働き、様々なゲストが訪れる。地域住民として、地域に

情報が共有されていないということも感じているが、人の心が豊かになるような生田

緑地にしていくというような方向性が望ましい。基本方針5の「（3）生田緑地を活か

したにぎわいのあるまちづくりをめざす」という記述について、豊かになってにぎわ

うのはもちろんいいことだと思うが、安心できる雰囲気や、環境の保全を通して人々

の心が配慮されていると感じることもあるのではないか。 

涌井委員長 この点について事務局の意見はどうか。 

事務局 

（中川課長） 

基本的な考え方については、利用と保全の記載となっているが、基本理念及び目指

すべき将来像については、「豊かな自然・文化・人・まちが共に息づき緑がつなげる

持続可能な生田緑地」という形で記載することで、基本的には「人」をいれている。

それ以外の箇所についても、皆様のご意見をいただき、もう少しうまく表現できるか

と考えているので、他の委員の方のご意見も伺いたい。 

元木委員 資料2に関して、これまでの議論の中央に、横断的な管理運営やビジターセンター

の設立等があったが、協働のプラットフォームこそが重要なのだと感じている。一方

で、よほどのパワーを持って管理運営していかなければ、本来の機能が発揮できない
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のではという不安もある。 

資料3「生田緑地ビジョン【素案】（概要）」について、過去5回にわたる検討委員

会での有識者や市民団体の方々による検討結果の集大成であるが、市民懇談会の意見

や、検討に携わることのできなかった方々の意見についても考えていくべきであり、

パブリックコメントの意見については興味を持って対応していきたい。 

涌井委員長 今後の流れとしては、今回の委員会で良としていただいた素案、あるいはご意見に

もとづき修正した素案を、パブリックコメントにかけた後、再度、検討委員会で検討

し、パブリックコメントの結果も反映させて、さらに吟味していくという段取りにな

っている。また、多くの市民が目にしたときにどのような受け止め方をするのかとい

うイメージも重要であるので、ご指摘のとおり進めていきたい。 

原島委員 素案 46 ページ、「基本方針 5 周辺と協力し合う」「（1）生田緑地と周辺地域が調

和したまちづくりをめざす」とあるが、生田緑地が防災拠点の役割を担っていること

について、もう少しスペースを割いて表現していただきたい。 

涌井委員長 非常に重要なご指摘である。スペースもあるので、一覧表などを入れてはどうか。

商業上や地域活性化のメリット、渋滞やゴミ等のデメリット等もあるが、災害時に防

災拠点としての役割を持っていることを記載することは地域の人々にとって重要で

あるので、もう少し言及すべきである。 

事務局 

（中川課長） 

生田緑地が平坦でないという課題があるが、今回ゴルフ場クラブハウスの建替えや

ビジターセンターに防災機能を付加するということなど、川崎市危機管理室の防災管

理において庁内調整を行うことで、ここまで記載できたという経緯がある。 

具体的な取組については、短期～中期となっているが、今後も庁内調整を進め、発

災時の具体的な機能の取込について記載していきたい。 

涌井委員長 これ以上記載が難しいということか。 

事務局 

（平岡局長） 

47 ページに「地域の防災性向上」について記載しているが、ゴルフ場の改築の議

論の中で多くの市民に理解していただくためには、利用者だけでなく、市民共同の面

的な価値として初動期や復興期に施設を使っていくのだという方向でなければ市民

理解が得られないという方向性が定まっている。そのためにも、委員の方々の意見を

伺い、まずは現状について記載し、その中で地域防災力を高めるためにどうすべきか

ということについて具体的な記載が可能であると考えている。 

安陪委員 生田緑地は自然の中に施設を有しているが、これだけの施設があるならば、もっと

有名になっていい場所である。協働のプラットフォームを創設し、PR や情報発信を

していくとしても、様々な分野にわたると思われるので、プラットフォーム創設の際

には、多方面の人材の参画を得て、参加団体の多様な意見を吸い上げることのできる、

他にひけをとらない組織にしていただきたい。 

涌井委員長 ご指摘のとおりである。皆様のご意見の中にも、コーディネーターが非常に重要で

あるとのご指摘があった。事務局にコーディネーターについての構想はあるか。 

事務局 

（中川課長） 

愛・地球博を参考に検討中である。ヒアリングによればコーディネーターが非常に

重要であるということであった。プラットフォームが試行された場合に、コーディネ
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ーターにどのような能力が必要なのか、議論の中で明らかにしていければと考えてい

る。プラットフォーム運営の成否は、的確なコーディネーターを見つけることができ

るかにかかっていると認識している。 

また、このような調整には時間がかかるというご指摘を薬袋委員よりいただき、涌

井委員長のお話でも、愛・地球博では準備期間に4年を要したということであったが、

生田緑地では、2年程度を想定し、ルールづくりから始めて最終的にプラットフォー

ム発足を目指したいと考えている。 

涌井委員長 愛・地球博の場合、規模が大きく、日本初という実験的な作業であったため4年か

かった。生田緑地の場合、愛・地球博の前例もあるので2年は短い時間ではないと感

じている。まずは準備の段階で、皆様の意見が投影できるような生田緑地ビジョンに

していくことが重要である。 

ところで、里山という記載があるが、生田緑地には里山として利用されてきた歴史

はあるのか。生田緑地は、防空緑地に指定され、首都圏防衛の拠点として計画的に位

置づけられたため残されたという経緯がある。素案の中に付けていただいた「生田緑

地周辺の状況（周辺樹林地及び農地の変遷）」について、なぜ生田緑地が現在までの

こされてきたのかという歴史的経緯を記載し、市民に知ってもらうことが重要ではな

いか。「里山」という語は「農用林」の置き換えであるが、その昔は「端山（はやま）」、

「外山（とやま）」という言い方もあった。端山や外山は、地権者がいても集落の入

りあいが可能な場所であり、里山ほどの濃密な管理はない。本来、農用林として活用

していなければ里山とは言いがたい。しかし、里山という語には幅があり、今後、保

全・保護という話に及んだときに、里山という表現が障害になることがないとはいえ

ないので、「ここでいう里山は一般的な都市周辺の残された緑地のことを言う」とい

うような何らかの説明が必要なのではないか。管理水準や、どのように保全していく

のかを考えたときに重要な議論となるので、ご記憶願いたい。 

地域の委員の方にお尋ねするが、地元の方が農用林として利用してきた歴史がある

のか。 

岩田委員 現在、噴水広場になっているところは、かわさき自然調査団に所属していた佐伯さ

んが田んぼにしていたが、狩野川台風時の山面崩壊により使えなくなったため川崎市

に売却したそうである。その他にも、狩野川台風以前は田んぼとしての利用があった

と聞いている。また、大きな松を戦争で拠出させられた話や、90 歳くらいのお年寄

りが子どものころに里山として利用していた話を伺ったことがある。また、生田緑地

は昔からバッチワーク状にいろんな年代の林があり、また、遷移に任せた極相林もあ

ったと聞いている。 

涌井委員長 そうであれば、里山の水準にする場合、農用林としての機能を明確化したものにす

る必要がある。保全すべき場所というのは、里山からサクセッション（遷移）してい

った結果として現在あるという状況も考えられる。一括りに里山といってしまうと、

議論を生んでしまうことになりかねないので、何らかの説明が必要である。 

先ほど、何人かの委員の方から公園マネジメント会議のような協働のプラットフォ
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ームの創設について賛成のご意見をいただいたが、ビジョンをご覧になって管理運営

プラットフォームとの兼ね合いについてどのような印象をお持ちか伺いたい。 

岩田委員 植生管理協議会に所属しているが、プラットフォームに関して以前から気になって

いることがある。薬袋委員の所属する管理運営協議会や、植生管理協議会の中にそれ

ぞれの市民団体が入っているが、そのような市民団体と協議会、さらに個人が協働の

プラットフォームの中でどのように係っていくのかが不明である。 

事務局 

（中川課長） 

今のご指摘については、どのような参画が望ましいのかご相談させていただきた

い。植生管理協議会として1代表を出すのか、あるいは市民団体としてそれぞれ代表

を出すのか。さらには協議会と市民団体それぞれから代表をだすのか。そのあたりは

個別に相談させていただきながら、よりよい形にしたいと考えている。 

梶オブザーバ

ー 

マネジメント会議は、これまでにない形であるものの、横断的管理運営において非

常に有効であり、賛成である。一方、生田緑地で活動される方は多種多様であるため、

それぞれの活動の住み分けを整理するコーディネーターが大変難しいと感じている。

涌井委員長 愛・地球博では、マネジメント会議において地元ＪＡと連携した特産品の企画提案

があり、今度ミュージアムショップで販売する予定である。 

遅れてきた委員の方もいらっしゃるので、これまでの議論の流れについてまとめさ

せていただきたい。本日は4つの議案についてご議論いただき、以下の結果を得た。

・ワークショップの報告については、そのまま受け止めていただいた。 

・新たな管理運営プラットフォームについては賛成であるが、コーディネーターが

戦略的な分岐点であることについて皆の認識が一致し、きちっと進めていくこと

が確認された。 

・ビジョン素案についても概ねよいが、地域の人々にとっての防災上の機能や地域

と連携した管理運営のかたちについて、もう少し留意していく。 

・水準、目標像について、均質な｢管理｣だけではなく、「保護・保全」の面から記

載するものとするが、素案にある程度反映されており概ね良とされた。 

薬袋委員の意見も事前にいただいた資料で紹介されているが、付け加えていただく

ことがあればお願いしたい。 

薬袋委員 一番気になっていることは、これまでできなかったことができるのかということで

ある。生田緑地はまれにみる、複雑な組織の係り方がされている。緑地に対して、決

められた方針に従って作業する従属的・受動的なボランティアと、どのような緑地に

していくべきか真剣に考えて取り組む能動的・主体的なボランティアは緑地への係り

方が根本的に異なる。これまでいろいろな緑地で指定管理者や新しい取組を行ってい

る事例を見てきたが、後者の係るところでは、行政が最終的なとりまとめをしながら

調整していく必要があり、窓口が一本化しながら調整を行う組織でなければ厳しいの

ではないかという印象を持った。その中で、今回のように複数の行政部署、様々な市

民団体が係るプラットフォームで、近々に対応しなければならない自然や安全につい

ての問題に対立意見を乗り越えて早急に対処できるのか、資料からイメージできず、

不安に感じている。 
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涌井委員長 その点も議論に出たが、行政的立場での管理はメンテナンスであり、そのメンテナ

ンスは一様のものではない、地区の固有性に配慮したものであるという確認があっ

た。そして、地区の固有性とは、川崎市の管理基準に準拠したものではなく、マネジ

メント会議をどのように運営していくのかという意思の投影させていくことである。

管理は指定管理者及び川崎市が行うが、運営についての意見をマネジメント会議で行

う車の両輪のような形でビジターセンターを中心に運営していく。 

薬袋委員 運営と管理は分けられるものなのか。また、いくつも組織が絡み合った中で早急な

判断が可能かどうか。自然に関わる微妙な情報の交換等まで配慮した上で、的確な采

配ができる管理なのかということを含め、イメージができない。 

涌井委員長 それらは、コーディネーターの能力によるものであり、さらにはコーディネーター

と行政の信頼関係が重要になってくる。2年間の準備期間の中でどのように質を確保

していくかが重要であるという確認を行った。 

薬袋委員 指定管理者制度の導入について考えていく必要があることは理解している。しか

し、指定管理者が中心となって様々な関係者をマネジメントしていくということであ

れば、そのマネージャーはどのような人間を想定しているのか。 

涌井委員長 事務局からご説明願いたい。 

事務局 

（中川課長） 

基本的には、協働のプラットフォームと横断的管理運営体制の両輪で進めていく。

涌井委員長 その話ではなく、指定管理者の中身について説明いただきたい。 

薬袋委員 協働のプラットフォームのマネジメントを行うコーディネーター的役割について

教えていただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

指定管理者には事務局を想定しているが、当初は行政が関わりながら、2年程度の

準備期間の中で皆様の意見を吸い上げ、ルールづくりから始める予定である。 

事務局 

（平岡局長） 

公園管理においては、公共が果たすべき公園の質を基本的には施設も含めて維持す

る必要があり、指定管理者を通してその機能を果たしていきたいと考えている。今回

のプラットフォーム自体は、緑地に関わる様々な主体がおり、公共の担う緑の質の維

持と施設の管理について共通する部分があるため、指定管理者の導入を検討してい

る。様々な主体がそれぞれの思いをもって活動する部分においては、衝突することも

あると思うが、コーディネーターを配置し、プラットフォームと指定管理者の両輪で

行っていこうと考えている。指定管理者が全てを采配して行うということではない。

プラットフォームは新しい試みであり、愛・地球博の先見はあるが定着しているも

のではないので、生田緑地でさらに行うとどうなるのかがわからない部分もあるが、

参画する様々な主体の知恵の出しどころであり、工夫の余地があると考えている。 

涌井委員長 例として、ホテルを考えていただきたい。ホテルには安全上や防災上の問題など、

様々の問題があるが、ホテルの経営方針は市が決定し、ホテルの質の管理は指定管理

者が行い、ホテルで働く様々な職種の従業員を取りまとめるのがコーディネーターで

あるという考え方である。これをやり切れるかどうかは参画する主体の熟度に拠りと

ころが大きく、やる価値があると感じている。プラットフォームの成否は、参加する
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皆さんの知恵の出しどころによるのだと思う。2年間、皆で議論をすることに価値が

あるのかもしれない。 

薬袋委員 2 年間検討していくことについて、0 から作り上げることが記載されていないこと

が不安を抱かせている。 

涌井委員長 その通りである。2年間のプログラム、構想としてのスケジュール感を書き加える

ことが重要である。 

薬袋委員 なし崩し的に今までと変わらない内容で進んでしまうことを心配している。 

事務局 

（平岡局長） 

ロードマップや工程表が必要であることは認識しているが、2年間をどのように分

けるか難しい。人の配置や、どのような仕組みの中で検討していくべきか、委員の方々

にご意見を伺い、ロードマップを資料の１つとして整理させていただきたい。 

岩田委員 指定管理者制度も2年以内に行うということか。 

事務局 

（中川課長） 

指定管理者制度は施設の一体的運営ということから、ビジターセンターに合わせて

導入したほうがよいので、先行することも考えている。 

薬袋委員 やはり、よくわからない。2年間検討を行うのはよいが、誰が中心的マネージャー

として機能するのか。専門家やコンサルタントに任せる必要があると思うが、優秀な

人材の場合、年間2千万円程度の報酬が必要になってくる。それをまかなう費用や担

保についても記載が必要ではないか。 

現在、生田緑地管理運営協議会の中では、生田緑地の魅力を高め、使いやすい場に

するために入口に名称を付ける提案が市民から出されているが、市の窓口について明

確とはいえない。サイン設置の予算や、庁内調整についての権限を誰が持っているの

か判断がつかないこともあり、何か提案しても、誰が受け取り、対処するのか不明な

ことが形骸化を生んでいるという状態である。次は同様のことがないようにしなけれ

ば、この組織を作る意味がないと思うが、それについての記載もないため、イメージ

がわからない。 

事務局 

（平岡局長） 

ビジョンは構想であるため、この方向で生田緑地の維持・管理や保全を進めていこ

うというものであり、この段階で予算の記載はできない。パブリックコメントを経て、

市の計画となって初めて、予算や組織調整が進められるがそのための調整は事務局が

行い、ビジョンの沿った形で物事を進めていく予定である。まずは構想の共有し、市

民の意見をいただいて成案にしていく課程であるということをご理解願いたい。 

涌井委員長 多様なステークホルダーの参画によるプラットフォーム創設の是非について考え

たいということであり、その点についてはいかがか。 

薬袋委員 各部署が参加した5年前の検討において、生田緑地管理運営協議会をそのような場

とするはずであったのだが、機能していないため危機感を感じている。 

事務局 

（大谷部長） 

生田緑地管理運営協議会を立ち上げ、生田緑地全体への取組を始めたものの、発展

せず皆が離れていったことは事実である。行政として環境局のみが行っていたため、

力を発揮できなかった部分もある。 

事務局 

（平岡局長） 

これまでも試行錯誤しており、確かにうまくいかないケースもあった。今回は全体

を俯瞰するコーディネーターを配置することにより、行政と他の主体との1対1対応
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でうまくいかない部分などが動き出すことができるのではないかと期待している。効

果についての断言はできないが、これまでの反省を踏まえた上で様々な主体が一体と

なったプラットフォームを創設することに価値があるのであり、これこそが生田緑地

ビジョンの具現化の要素であると考えている。 

涌井委員長 実際に経験されている薬袋委員の心配も理解できる。 

薬袋委員 生田緑地管理運営協議会は連絡・調整の場にもなっておらず、行政が決定したこと

の意思伝達会議でしかない状態である。 

涌井委員長 そのようなことはマネジメント会議ではありえない。この検討委員会で結論を出し

た以上は、検討委員会がマネジメント会議創設の担保であり、それを実現できなけれ

ば行政がおかしい。これからは従来のようにトップダウンで鳥瞰的な行政はできな

い。虫の目線からボトムアップで行い、利害調整をするので、市民の協力もお願いす

るという方法でなければ進まない。マネジメント会議はある種の試金石である。 

薬袋委員 実現できないかもしれないことに、市民がどれだけ協力させられるのか。 

涌井委員長 何かを始めて、知恵を出していくことが重要なのである。過去の失敗を踏まえ、若

干の修正が必要であるが、修正点は委員長に一任いただき、パブリックコメントに諮

るということでご了承いただきたい。 

準備期間の2年間がどのようになるかといったイメージや、委員の方々のご意見に

ついて、文言に反映できる箇所はそのようにしていたただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

本日は遅くまでご議論いただき、ありがとうございました。その他の事項として、

参考資料2に記載している日程スケジュールについて再確認させていただきたい。 

本日いただいたご意見に基づき、涌井委員長一任のもと、修正を行い、庁内調整及

び議会報告を経て、11 月 1 日からパブリックコメントを開始する予定である。パブ

リックコメントについては、市内各区のHPにおいても掲載を予定している。その後、

11月 20日に第3回市民懇談会を行い、その場でご意見いただくことも考えている。

議会や懇談会の意見についてはパブリックコメントの意見とあわせて修正をし、12

月末から1月に第7回検討委員会でご報告させていただく。その場で了承いただけれ

ば検討委員会は7回で終了し、必要であれば第8回検討委員会を開催し、年度末まで

に計画策定を行いたいと考えている。 

事務局からは以上であり、次回検討委員会について、今後日程調整をさせていただ

きたい。 

涌井委員長 パブリックコメントの結果は、できるだけ早く委員の方々に連絡していただきた

い。第7回の検討委員会で市民の方々の意見を熟知しておく必要があるので、是非そ

のようにしていただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

本日は大変貴重な意見をいただき、ありがとうございました。建設緑政局長からご

挨拶をさせていただきたい。 

事務局 

（栗林局長） 

本日は、ご議論いただきありがとうございました。今年4月から、局の名称が建設

緑政局となり、「緑」が入った。言葉だけではなく、市民との協働の中で一緒に物事

を考えていきながら、難しい課題について少しでも前向きに進めたいという市の姿勢
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の表れだとご理解いただきたい。今日の議論では、とても重い宿題をいただいたと認

識している。中でも防災という重要なご指摘があったが、建設緑政局及び総合企画局

が一体となって取り組む必要の事案であるため、市の中で議論を進めながら皆さんの

意見を反映していきたいと考えている。また、緑の保全、創造といった新しい視点に

ついても重要であるという認識を持ちながら、行政を進めたいと考えているので、今

後も皆様から貴重な意見をいただきたい。 

本日は熱心なご議論をいただき、ありがとうございました。 

（閉会） 

 


