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第1章 川崎市の緑を取り巻く状況
縡 川崎市の概況
盧 位置・地勢
・川崎市は、神奈川県の北東部に位置し、北側は多摩川を挟んで東京都に、南側は横浜市に隣

接し、西側は多摩丘陵をひかえ、東側は東京湾に臨んでいます。

・市域は、臨海部から多摩川上流に向かって徐々に拡大した南東から北西に細長い地形となっ

ており、最長距離約33.1km、最短距離約1.2km、面積は14,435haとなっています。

・地形は、北西部の多摩丘陵や台地、南東部の多摩川と沖積低地、臨海部の埋立地で形成され

ており、北西部の丘陵地を除き起伏が少なく、標高の最も高い地点は麻生区（海抜148.0m）、

最も低い地点は川崎区（海抜－0.365m）で、比較的平坦な地形となっています。

盪 市街化の状況
・川崎市は、南東部（臨海部）の重工業地域と、北西部（内陸部、丘陵部）の住宅地域という

性格の異なった地域が合わさって都市が形成され、市を横断する形で通過している鉄道、道

路網が整備されています。

・人口集中地区（DID：人口密度40人/ha）は、昭和40年代から50年代にかけて、多摩丘

陵における宅地開発が進み、広がってきました。

・1970（昭和45）年以降、市街化区域（市域の88％）と市街化調整区域の区域区分を行い、

無秩序な市街化の拡大による環境悪化の防止、計画的な都市基盤整備による良好な市街地の

形成、都市近郊の良好な樹林地や農地の保全に努めてきましたが、急速な人口集中が進む都

市化社会から、成熟した都市型社会を迎えています。

・首都圏に隣接し、通勤圏として利便性が高く、さらに工場跡地や企業用地などの大規模な土

地利用転換が見られる地区があることから、中高層住宅の建設による人口増加が見られます。
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図 1－1 DID変遷概略図
出典：平成13年度都市計画基礎調査



蘯 気象
・川崎市の気候区は、東日本型の東海関東型に属しており比較的温暖な気候を有しています。

2006（平成18）年の年平均気温は16.0℃（最高気温35.3℃、最低気温－2.2℃）、降水

量1,629mm（最大日量133mm）でした。（横浜地方気象台 観測場所：横浜市）

・都市化の進展に伴い、他の地域に比べて都市部の気温が上昇するというヒートアイランド現

象の影響も見られ、過去10年間で年平均気温が約0.4℃～0.6℃の範囲で上昇しているこ

とがわかっています。

・一方、2006年（平成18年）夏期の平均気温の分布図によると、臨海部から市中心部の幸区

や中原区にかけての気温は高い傾向がみられます。
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図 1－2 年平均気温の推移（５年移動平均※）
出典：川崎市公害監視センター調査結果

図 1－3 2006年夏期（7/20～8/31）の平均気温の分布
出典：川崎市公害研究所 2006 年調査結果に加筆

（図中の数値のある箇所は、測定地点）

臨海部から市中心部に
かけて気温の高い傾向

内陸寄りで気温の低い傾向

※5年移動平均：年毎の偶然的要素を除くため、各年の数値を表すのではなく、各年の直前直後5年間の平均値を表すことにより、
データ変動を滑らかにするための統計手法の一つ。図1-2の2004年は、2002年～2006年の平均値を表してい
る。



盻 人口
・川崎市の人口は、2005（平成17）年に132万7千人を超えています。今後は、2010（平

成22）年には139万8千人、2015（平成27）年には144 万1千人、2020（平成32）

年には146万人、2025年（平成37）年には146万6千人まで増加し、その後、減少に転

換することが予想されます。

・わが国は、本格的な少子高齢社会に突入しており、川崎市でも同様の傾向が示されています。

例えば、年少人口は（0－14歳）は、2010（平成22）年まで微増を続けるものの、それ

以降は、出生率の低下の影響から減少していくことが予想されます。その一方で、老年人口

（65歳以上）は今後も増加を続け、2030（平成42）年には 32万8千人（総人口比

19.2％）になると予想しています。
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図 1－4 川崎市の人口
出典：2007 年度「川崎市将来人口推計」



眈 緑の概況
・臨海部は、大正期の埋立事業により形成された場所で、海や運河の広大な景観を望むことが

でき、事業所の緑化や港湾緑地をはじめとした緑の創出が行われていますが、全体的には事

業所敷地が多いことから緑の量は少なく、市民との直接的な関わりが少ない状況です。

・川崎駅を中心とした市街地では、戦災復興土地区画整理事業等による計画的な緑地が配置さ

れ、公園等は充実している一方、樹林地、農地等の自然的環境は著しく少ない状況です。

・南東部の沖積低地は、江戸時代に完成した農業用の二ヶ領用水をもとに水田地帯が形成され

た経緯から、農地の分布が多く見られます。

・丘陵地および台地と沖積低地の間には、多摩川崖線の緑地が残っており、沖積低地からは斜

面の樹林地が帯状に連なる景観を市街地の後背に望むことができます。

・北西部では、丘陵地や台地の畑、果樹園、谷戸の樹林地など、まとまりのある緑が存在して

います。

・緑の概況としては、東京都に隣接し、市域の大半が市街化区域であることなどにより、市域

における土地需要が旺盛であること、また樹林地を所有する地権者の相続問題等に伴う土地

利用の転換や需要等が依然として高いことから、樹林地や農地の減少傾向がみられます。
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縒 自然的環境の分布（緑の現況）
緑の現況は、経年的にデータ管理を行うために、「緑の条例」に定義されている樹林地、農地、

水辺等を対象とし、「自然的環境の分布」として示します。

盧 新たな緑の現況の捉え方
・1995（平成7）年度版緑の基本計画においては、緑の現況を、緑被率という概念で示してい

ましたが、それを構成する樹林地、農地、公園緑地、緑化地等の調査手法と精度に統一性が

なく、市民から緑被率の捉え方についてわかりにくいとの指摘がありました。また、緑被率

については、緑の確保目標と相対して整理していたため、現況量が緑の実績と誤解されるな

どの実態もありました。

・新たな緑の現況の捉え方は、緑の確保目標とは切り離し、「樹木の集団」、「農地」、「河川等」、

「運河」を自然的環境資源とします。そして、その分布状況を把握することとし、客観的な

データ管理を可能とした上で、緑の保全や緑化の推進に関する施策の構築やその効果、緑の

目標を設定する際の基礎資料として活用できることが重要です。

・このことから、新たな緑の現況は次の考え方で捉えるものとします。

盪 自然的環境の分布
・「自然的環境の分布」で示す自然的環境の要素は、一定規模以上の樹木の集団、農地、河川

等、運河とします。

・樹木の集団の規模は、300m2以上とし、緑化によって創出された緑地をはじめ、公園緑地

の樹林地や多摩川右岸の崖線、麻生区の黒川、早野、岡上などにみられる樹林地までを含み

空中写真により把握します。樹木の集団は、川崎区、幸区、中原区では点在して分布してお

り、高津区、宮前区、多摩区、麻生区の市の北西部の多摩丘陵の一角をなす地域には比較的

まとまりのある樹林地が多く分布しています。

・農地は、固定資産概要調書等により、量と分布状況を把握します。幸区の鹿島田、小倉を境

として市の南東部にはほとんど農地がありませんが、北西部の高津区、宮前区、多摩区、麻

生区には比較的多くの農地が分布しています。また、黒川、早野、岡上地区の農業振興地域

にはまとまった農地の分布がみられます。

・河川等は、多摩川をはじめとした河川や水路等が市域全体に分布しており、空中写真により

把握します。川崎区に多摩川以外の河川はありませんが、川崎市を特徴づける景観資源や水

生生物の生育の場、都市気象の改善に向けた機能が期待される「運河」が分布し、市域の

8.5％と広大な面積を有しています。
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○ 市民から見てわかりやすい指標とする。
○ 行政計画の基礎データとして経年変化管理が可能で客観性があるものを対象とする。
○ 市域の環境変化に大きく影響を与え、市民の関心が高い自然的環境資源を指標とする。



第1章　川崎市の緑を取り巻く状況　

11

表1－2 自然的環境の分布

図 1－6　自然的環境の分布

0 421 6 8 km

※1 表1－2の面積は、2006（平成18）年1月1日の調査によるものです。（農地は2006年3月現在）
※2 市域面積は14,435haです。
※3 空中写真によるデータ判読を用いているものについては、各制度や法令に基づき集計された数値とは異なります。



縱 これまでの取り組みについて
1994（平成6）年6月の都市緑地保全法（現「都市緑地法」）の改正により、市町村による

「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（緑の基本計画）」の制度が創設されたことを受

けて、川崎市では、1995（平成7）年10月に「緑の基本計画」を策定し、緑の将来像「ひ

と・緑・未来かがやく都市・かわさき」を目指し、様々な施策の展開により一定の成果を上げ

てきました。
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図 1－8 1995（平成 7）年度版緑の基本計画の施策体系



盧 緑地の保全
①斜面緑地（樹林地）の保全

・川崎市では斜面緑地の減少傾向に対応するため、2001（平成13）年9月に「川崎市におけ

る新たな緑地保全方策について」を環境審議会に諮問し、2002（平成14）年11月に答申

を受けました。この答申に基づき市民意識や上位計画等を勘案しながら、緑地の保全を効果

的に行うための新たな斜面緑地総合評価や斜面緑地保全カルテの作成を行いました。また、

開発等手続きの早期段階から事業者への保全要請を行なうことや、開発事業の計画に自然的

環境の保全配慮を求める指導・助言などの新たな仕組みづくりが行われました。

・斜面緑地総合評価により、保全すべき緑地の優先度が明確になったことから、地権者の理解

と協力を得ながら特別緑地保全地区の指定、緑の保全地域の指定、緑地保全協定の締結、借

地形式による「ふれあいの森」（市民緑地）、「保存樹林」等による緑地保全施策を進め、

2006（平成18）年度末の緑地保全実績は、約180.6haとなりました。1995（平成7）年

版緑の基本計画策定時には、特別緑地保全地区、緑の保全地域の指定実績は約21.7haでし

たが、2007（平成19）年3月までの12年間で約3倍強の約67haを指定することができ、

累計で約88haの実績をあげています。
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表 1－2 施策による緑地保全の実績（2007 年3月現在） 

図 1－9 施策による緑地保全の実績



②保全緑地の管理と活用

・保全緑地の管理等については、市民との協働、連携により持続的な緑地管理を行うことを基

本としており、自然環境を調査し確認した上で、緑地の将来像を描き、そのための管理手法

等を内容とする「保全管理計画」の作成を市民との協働、連携により進めています。

③農地の保全と活用

・農地は、幸区の鹿島田、小倉を境に市の南東部にはほとんど存在せず、中原区から北西部に

分布が見られます。

・市街化区域内の農地は、約486 haあり、そのうちの約315.4haが生産緑地で、市街化区

域内農地の60％を占めています。（2007年1月現在）

・市街化調整区域内の農地は、182.2haのうち、麻生区が162haと大半を占め、次いで高津

区（14ha）、宮前区（3ha）、多摩区（3ha）と続いています（2004年1月現在）。
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図 1－10　生産緑地の推移



④樹木・樹林の保全と活用

・地域に存在する身近な緑については、所有者の理解と協力を得ながら保存樹木（まちの樹含

む）、保存樹林、保存生垣などに指定し、その持続的な保全を図っています。

⑤開発と緑地保全の調和

・北西部地域における宅地開発や市街地における集合住宅建設など一定規模以上の建築行為や

開発行為を行う場合には、「緑の条例」に規定された「川崎市緑化指針」による緑化指導を進

めています。

・2004（平成16）年1月には、「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」と連携

し、「緑の条例」を改正し、自然的環境の保全配慮の指導助言を行う機会を確保しました。こ

れにより、開発等の手続きの早期段階において、緑地保全担当者が開発の情報を把握し、斜

面緑地保全カルテに基づいて保全要請をする機会を得たことや、開発に関する事業計画に対

して自然的環境の保全配慮を要請することが可能になりました。
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表 1－5　樹木・樹林等の協定及び保全状況（2007年3月現在）



盪 緑の基盤整備
①公園緑地の整備

・公園緑地は、都市における緑とオープンスペースの中核をなすものであり、都市の安全性の

確保、良好な都市環境の形成、スポーツ・レクリエーション活動の場の提供など重要な役割

を果たしています。また、うるおいのある豊かな市民生活の実現のため、市街地の全域で歩

いて行ける範囲に、街区公園などの身近な公園の整備を目指すとともに、大規模な公園緑地

についてはその立地特性等を踏まえて、市民の多様なニーズに応えられるよう個性と魅力の

ある整備を推進しています。

・川崎市の公園緑地の現況は、2006（平成18）年度末現在、1,117箇所、面積653.57ha

で、市民一人当り4.86m2であり、箇所数は増えているものの人口の増加が続いているため、

市民一人当りの公園面積は、ほぼ横ばいの状況となっています。
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表 1－6　公園緑地の整備状況（2007年3月現在） 



②公園緑地の魅力づくり

・1971（昭和46）年以前に整備された近隣・地区公園である6公園について、周辺住民の

ニーズにあわせた魅力的な公園として再整備するリフレッシュパーク事業を推進し、これま

でに2公園の再整備を行ってきました。また、地域に愛される公園づくりを目指し、公園緑

地の整備にあたっては、地域住民の考え方を計画に反映させるため、ワークショップ手法に

よる市民参加を基本としています。

・大規模な公園緑地である富士見公園、等々力緑地、生田緑地、菅生緑地、早野聖地公園の整

備を進めています。特に生田緑地では、向ヶ丘遊園地の廃園に伴い、将来ビジョンを明らか

にするため、2003（平成15）年度に「生田緑地整備構想」、2004（平成16）年度に「生

田緑地整備基本計画」、2005（平成17）年度には「生田緑地管理計画」を市民との協働によ

り策定しました。

③公園緑地の管理

・公園緑地の維持管理については、南・中・西・北部公園事務所を中心に樹木剪定、除草清掃、

遊具補修などの充実に努めています。とりわけ、公園施設の安全性を確保するために、定期

的な遊具点検、樹木管理などのパトロールを適宜行っています。

・身近な公園では、地域住民の参加による公園の維持管理を進めています。2006（平成18）

年度末現在で公園緑地愛護会が391団体、自主管理協定が44団体となっています。また、

身近な公園等を「地域の庭」として柔軟に活用してもらうため公園管理運営協議会の設置を

2004（平成16）年度から促進しています。

④道路の緑化

・道路の緑化については、2006（平成18）年度末時点で街路樹約40,500本、グリーンベル

ト約15.4haの植樹を実施してきました。

・街路樹の管理では、「街路樹管理マニュアル」を策定し、地域の特性にあわせた剪定を実施す

るなど、景観的な質の向上に取り組んでいます。

・街路樹の維持管理には、市民の協力も不可欠であるため、街路樹等愛護会の結成を促進し、

市民との協働による緑の質の向上に努めています（2006年度末街路樹等愛護会　297団

体）。

⑤公共公益施設の緑化

・市庁舎、市民館、学校をはじめとした公共公益施設は市民の身近な施設です。公共公益施設

の緑化については、「川崎市緑化指針」に基づき、これまで約58haを緑化し（2006年度

末現在）市街地の緑化を先導する役割を担っています。
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蘯 水辺地等の保全活用
①多摩川の保全と活用

・多摩川は、川崎市の骨格を形成する重要な自然的環境資源であることから、多摩川水系河川

整備計画（国土交通省）に基づき、約518haを都市計画緑地として指定しています。その

うち、73haの河川敷について国からの占用を受け、スポーツ施設や広場等の整備などの取

り組みを行っています。

・2006（平成18）年度には「川崎市多摩川プラン」を策定し、多摩川の総合的な保全と活用

について、市民協働を基本とした取り組みを進めています。

②水辺の保全と活性化

・市内には、平瀬川、平瀬川支川、二ヶ領本川、五反田川等の一級河川をはじめ、21の河川が

流れています。とりわけ、二ヶ領用水では、二ヶ領用水総合基本計画に基づき、親水護岸の

整備、川沿いの緑化、水深や流速に配慮した河川敷の整備など、多様な生き物が生息できる

河川構造の導入等を図っています。2006（平成18）年度末現在では、二ヶ領用水の親水護

岸整備率は74％で、二ヶ領用水以外の水路の整備率は35％となっています。

盻 緑化の推進
①都市部の緑化

・2001（平成13）年に環境保全審議会（現在、環境審議会）から、重点的に緑化を図るべき

地区として9地区が選定され、答申されました。その内、先行地区として川崎駅周辺、小杉、

新百合丘の3地区について具体的な緑化計画である緑化推進重点地区計画を策定し、当該地

区の緑化推進を行っています。

・今後は、残る6地区（川崎殿町・大師河原地区、浜川崎駅周辺地区、新川崎・鹿島田駅周辺

地区、溝口駅周辺地区、宮前平・鷺沼駅周辺地区、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区）の候補地

について、緑化推進重点地区計画を策定し効果的な緑化の推進を市民、事業者等との協働、

連携により進めていくことが必要となっています。

②工場（事業所）の緑化

・事業所の緑化は、そこで働く人々の労働環境の向上にとどまらず、地域の環境形成や景観向

上においても重要な役割を担っています。

・事業所緑化を促進するため、「川崎市みどりの事業所推進協議会」への加盟の拡大を図りなが

ら「みどりの事業所の推進に関する協定」を締結し、敷地面積の10%以上を目標にしていま

す。2006（平成18）年度末で74事業所、約152.2haの緑化が達成されました。

・臨海部工業専用地域における9,000m2以上の特定工場（2007年7月現在70事業所）にお

いては、工場立地法の地域準則により敷地面積の15％の緑地を確保することが定められて

いますが、大多数の事業所が工場立地法制定以前からの立地であることから、2007（平成

19）年7月時点で緑化面積率は約10.5％にとどまっている状況です。
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③居住空間の緑化

・緑豊かなまちづくりを進るために、市域面積の過半数を占める住宅地の緑化推進は重要です。

こうしたことから、緑化に関する様々な制度の普及、啓発や地域レベルで緑のルールづくり

を行う地区計画、緑地協定、地域緑化推進地区の認定などの取り組みを進めています。

・集合住宅建設などの一定規模以上の宅地開発等を行う場合には、「川崎市緑化指針」の植栽基

準等に基づき、緑化事業や公園緑地内について技術的な助言・指導を行い、良好な住環境の

創出に努めています。

④屋上等の緑化

・2004（平成16）年に「屋上緑化等技術指針」を策定し、緑化協議の対象として指導を図る

とともに、屋上緑化、壁面緑化に対する助成制度を開始しています。2006（平成18）年度

までの助成実績は、延べ64件　延べ面積3,769m2となっています。

⑤花の景観づくり

・緑豊かなまちづくりを進めるために、市民、事業者等が参画した地域ぐるみの緑化運動を進

めています。2001（平成13）年には川崎区の殿町夜光線をフラワーロードとして整備しま

した。また、「咲きますかわさき」事業として、川崎駅前に花壇を設置しました。

・1994（平成6）年度には、市役所通りに花壇プランターを設置し、花と緑のまちづくり講座

受講者を中心した市民の方々が花壇管理に参加する「花の街かど景観事業」を始めました。

・2004（平成16）年度からは、緑の軸及び拠点の強化を図ることを目的とした「緑の景観づ

くり推進事業」を進めています。さらに、向河原駅前や新川崎地区にて公有地等の暫定緑化

に取り組んでいます。

眈 臨海部での取り組み
①港の緑化

・川崎港については、「川崎港港湾環境計画」を2000（平成12）年に策定し、市民が集う魅

力ある港湾づくりを進めるために、緑地などのオープンスペースの整備、魅力ある緑地空間

の形成、親水空間の確保に努めています。2006（平成18）年度末までに港湾緑地9箇所

16.8haなどの緑の環境インフラの整備を進めてきました。また、基幹的広域防災拠点とし

て、国と連携を図りながら東扇島東公園の整備を進めています。

・臨海部における緑の創出を目指して、みどりの事業所推進協議会の加盟や事業所緑化を促進

しています。
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眇 市民参加
①市民参加の仕組みづくり

・緑豊かなまちづくりを進めるために、市民、事業者、行政等がそれぞれの役割に応じて緑地

保全や緑化推進に努めるとともに、パートナーシップに基づいた協力関係の構築が必要とな

ります。こうしたことから、緑の人材育成を目的として花と緑のまちづくり講座や、里山ボ

ランティア育成講座、かわさきガーデナーの認定試験など、緑や花に関する専門的な知識や

技術を学び、緑のボランティア活動のリーダーを育成する講座や試験を開催しています。

・1998（平成10）年度から、緑の保全と回復・緑化の推進、健康とレクリエーションの場づ

くり、地域コミュニティの再構築を目的として、地域の特性を活かしながら各区に1箇所ず

つ、7箇所の「市民健康の森」を整備してきました。市民健康の森では、「推進計画」を作成

し、それに基づき市民活動組織が設立され、主体的な管理活動が活発に実践されています。

・緑のボランティア活動としては、公園緑地愛護会、街路樹愛護会、緑の活動団体等の市民活

動が充実してきており、緑のボランティア数は2006（平成18）年度末での累計で約1,140

団体、11,550人以上にのぼっています。
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②緑化の支援体制づくり

・地域緑化を支援する取り組みとして、2001（平成13）年度に緑の活動団体登録制度を創設

し、2006（平成18）年度末現在で、207団体の登録があります。これらの団体の自主的な

活動に対し助成等の支援を行っています。

・市域面積の大半を占める民有地の緑化を推進するため、1985（昭和60）年4月に緑化基金

を設立し、2006（平成18）年度末現在約37億円の積立額となっています。市民による緑

化活動への支援は、この基金を活用しています。

・（財）川崎市公園緑地協会は、2006（平成18）年度に「緑のボランテイアセンター」とし

ての機能を担うことになり、市民活動支援、情報提供、緑の普及、啓発の促進などを進めて

います。
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表 1－8 市民健康の森一覧（2007年3月現在） 




