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第2章 緑の基本計画の改定の考え方
縡 緑の基本計画改定の背景
盧 社会情勢
・1995（平成7）年度版緑の基本計画の策定から10数年が経過し、社会情勢も大きく転換し

てきています。

・バブル経済の崩壊による景気の長期的な低迷は、川崎市の財政状況の逼迫を招き、確かな財

政基盤の確立やそれに伴う市民生活の維持、向上を図ることが望まれています。

・低成長時代への移行や少子高齢化の急速な進行、将来的に予測される人口減少過程への移行

など、大きな社会の転換期を迎えており、これまでの「成長」を前提とする社会・経済の仕

組みを「持続」型へと根本的に見直していくことが求められています。

・1997（平成9）年に京都で開催された、気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）の京

都議定書の採択を契機に、これまで以上に地球環境に関する国民の関心が高まっています。

・地球温暖化への対策、循環型社会への転換、生物多様性の保全、社会資本整備の推進、景観

の保全継承など実効性のある環境政策が望まれています。

盪 新たな施策
川崎市緑の基本計画が策定された1995（平成7）年の前後から、社会情勢の変化により、

国等においても次の施策が制定、展開されています。

①国等の政策

・緑の政策大綱 ………………………………………（1994年7月）

・自動車NOx・PM法 ……………………………（2001年6月）

・地球温暖化対策推進大綱 …………………………（2002年3月）

・新生物多様性国家戦略 ……………………………（2002年3月）

・美しい国づくり政策大綱 …………………………（2003年7月）

・社会資本重点整備計画 ……………………………（2003年10月）

・ヒートアイランド対策大綱 ………………………（2004年3月）

・景観緑三法 …………………………………………（2004年12月）

・神奈川みどり計画 …………………………………（2006年3月）

・第三次環境基本計画 ………………………………（2006年4月） 等

②川崎市の政策

・川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 …（2000年12月）

・新総合計画 …………………………………………（2005年3月）

・都市計画マスタープラン …………………………（2007年3月）

・川崎市環境基本計画 ………………………………（1994年2月・2002年度改訂）

・その他の関連計画
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蘯 市民意識の把握
・1995（平成7）年度版緑の基本計画を改定するにあたり、これまでの施策展開への市民評価

や、今後期待される取り組みなどを、次の方法により市民意識の把握に努めました。

①市民アンケート、市民意見交換会の実施

・市民アンケート、市民意見交換会を行い、1995（平成7）年度版川崎市緑の基本計画に対

して市民評価の把握に努めました。

②市民意識実態調査の実施

・市民意識を明らかにし、今後の市施策の企画立案のための資料を得ることを目的に「市民

意識実態調査」を実施しており、次の期間に「市の緑」について調査を行いました。
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・市民アンケート（2005.8.21～9.30）
・市民意見交換会（2005.11.4）

・市民意識実態調査（2005.11.18～12.9、1,500人対象）

図 2－1 緑の満足度（市域全体）

図 2－3 保全を希望する緑の場所 図 2－4 緑化推進のために必要と思われる施策

図 2－2 緑の満足度（居住地域（区））

出典：川崎市民意識実態調査報告書（2006年3月）



③CSR等に係わる事業所緑化調査

・緑の基本計画改定にあたり、市街地の緑の維持、創出が大きな施策の柱となっており、事

業所緑化の推進に大きな期待をしています。こうしたことから、事業所における緑の維

持・創出の取り組みについて、CSRへの考え方を踏まえた調査を行いました。

④市民勉強会等

・市民主催による市民勉強会等に参加し、1995（平成7）年度版緑の基本計画の内容をふり

かえりながら、計画の改定に対する意見交換を行いました。

⑤環境審議会傍聴者からの意見

・環境審議会では、専門部会である「緑と公園部会」により全11回に渡る審議が行われ、

部会の開催等には延べ111人にのぼる市民の方々が傍聴されました。その機会を捉えて、

傍聴者から審議内容や審議に関連した緑の施策について、意見をいただく機会を設け、審

議資料の作成や審議の参考としました。

・環境審議会「緑と公園部会」での審議資料は、その都度、ホームページへの掲載、区役所

や図書館で公表をし、審議資料についての意見を求めるなど、審議経過の透明性の確保に

努めました。

⑥緑の基本計画の改定に関する説明会等での意見

・2007（平成19）年6月に市内3ヶ所（川崎区役所・中原区役所・麻生区役所）において、

緑の基本計画の改定に関する骨子とその方向性について説明を行い、会場での質疑応答や

意見書により、71項目の意見をいただきました。いただいた意見は、川崎市環境審議会緑

と公園部会での審議の参考としました。

・2007（平成19）年11月22日から30日間のパブリックコメント手続を行いました。期

間中に32件の意見をいただき、計画策定の参考としました。
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・CSR等に係る事業所緑化調査（2006.10.25～11.16、49件回答）

※①～⑥の主な市民意見は、参考資料（P178、179）を参照。

図 2－5 事業所緑化のための行政支援 図 2－6 CSRとしての緑化活動に必要な行政支援



縒 緑の基本計画改定の視点
盧 1995（平成7）年度版緑の基本計画の検証
①緑の基本計画の問題点

1995（平成7）年度版緑の基本計画は、これまで10数年にわたり川崎市の緑の施策展開

の舵取り役となってきましたが、その推進にあたっては、次のような問題点が上げられます。

・施策進行管理の手法が不明確であった。

・行政内部の横断的な連携が十分に図られなかった。

・進行管理にあたっての中間的な検証が行われなかった。とりわけ緑の確保目標と、それを

支える具体の個別施策との関係が不明瞭であった。

・緑の現況（緑被率）の捉え方に統一的な精度がなく、その経年管理が行われなかった。

・緑の現況での緑化地は、モデル地区による推定であり、客観性に欠け、経年管理を行うに

あたっての支障となっていた。（緑の確保目標についても同様。）

・緑の確保目標である樹林地、農地、公園緑地、緑化地、その他の緑地を支える施策提示が

明確でなかった。

・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

されることがあった。

・樹林地や農地は減少傾向にあり、それを上回る緑の創出は厳しい状況であった。

・計画の柱となる緑化推進については、助成制度等の充実は図ったものの、法や制度による

一体的な地域緑化の推進が図れなかった。

②前進した施策

一方、施策の取り組み方針の転換などにより、大きく前進した施策は次のとおりです。

・大規模公園緑地の整備（王禅寺ふるさと公園の完成、生田緑地・等々力緑地・菅生緑地の

整備推進、富士見公園のコミュニティガーデン等の開設による環境整備、早野聖地公園の

整備等）

・緑地保全施策の推進（斜面緑地総合評価、斜面緑地保全カルテの作成等による特別緑地保

全地区及び緑の保全地域の指定などの効率的な保全施策の推進等）

・緑化推進（緑化指針の策定、屋上・壁面緑化助成制度等の制定、事業所緑化の推進、緑化

推進重点地区候補地の選定等）

・市民協働（緑の活動団体の登録制度、かわさきガーデナー認定、公園管理運営協議会の発

足推進、10万本植樹運動等）

・多摩川の保全と活用（川崎市多摩川プランの策定）
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③施策の検証と再編※

緑の基本計画の改定にあたっては、1995（平成7）年度版緑の基本計画に示された106

の個別施策について、その実績を踏まえながら次の7つの視点から検証を行いました。

・実績（継続の重要度についても検討）

・緑の基本計画において法令上基本となる施策

・新総合計画での位置づけ

・都市計画マスタープランでの位置づけ

・環境基本計画での位置づけ

・改定後においても緑の保全と緑化の推進を進める上で支えとなる施策

・市民の関心の高い施策

この検証から次の4つの分類に分け施策評価を行いました。

また、評価にあたっては、併せて国の新たな制度や社会情勢を踏えました。

その結果、緑の基本計画の改定にあたっては、1995（平成7）年度版緑の基本計画の「発

展的継承」とすることを基本的姿勢としました。

盪 社会情勢等を反映した計画の立案
①関連計画との整合

・1995（平成7）年度版緑の基本計画の策定から10数年が経過し、緑をとりまく社会情勢

が大きく変化し、国等の新たな政策が施行されたことや新総合計画など関連計画が策定さ

れてきていることから、これらに即し、適合する計画として見直しを行います。

○川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例（2000年12月施行）

・1973（昭和48）年に、全国に先駆けて施行された「自然環境の保全及び回復育成に関

する条例」を全面的に改正し、当時の都市緑地保全法（現：都市緑地法）を補完する緑

の推進条例として、「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」を施行しました。

・この条例は、緑の概念を定義づけ、緑の保全及び緑化の推進や協働に関する諸施策等を

規定するともに、緑の基本計画の制定手続き、計画の実効性を高めるための緑の実施計

画等を規定していることから、それに即した計画としていきます。
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・緑の基本計画の根幹とする施策 48施策
・改定による枠組を再編した中で重要施策とするべき施策 37施策
・考え方を改定の個別施策に反映する施策 20施策
・廃止（施策需要が今後見込めないもの） 1施策

※ 施策の検証と再編の詳細については、参考資料「1995（平成7）年度緑の基本計画の施策検証と改定計画反映への基本的な捉え方」
（P184,185）を参照



○新総合計画（2005年3月策定）

・新総合計画では、計画期間である今後、おおむね10年間の川崎市を展望するにあたっ

て解決すべき課題を整理しています。緑の基本計画は、この計画に即する必要がありま

す。新総合計画における緑の基本計画に関連する基本施策は、主に次の7つがあげられ

ます。

○都市計画マスタープラン（2007年3月策定）

・都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」であり、議会

の議決を経て定められた「基本構想」と県が定める都市計画の「整備、開発及び保全の

方針」に即して策定されました。

・緑の基本計画は、この分野別計画として、当該計画に適合させる必要があります。

○川崎市環境基本計画（1994年度策定・2002年度改訂）

・環境政策の目標となる川崎市の望ましい環境像は、「人と環境が共生する都市・かわさき」

と定められています。具体的な環境像は、「健康な市民生活が営める安全なまち」、「うる

おいとやすらぎのある快適なまち」、「地球環境にやさしい持続可能な循環型のまち」の

3つから構成されており、それぞれの環境要素ごとに目標が設定されています。緑の基

本計画改定にあたっては、この計画に即する必要があります。

○その他の関連計画

緑の基本計画策定にあたっては、関連する諸計画に整合させる必要があります。

②市民意識の反映と、市民と協働するための仕組みの構築

・計画策定にあたっては、市民の意見等を可能な限り反映することに心がけるとともに、計

画の基本に協働と連携を前提としながら、それぞれの施策展開の基本的な方向性を示して

います。
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・多摩丘陵の緑の保全と育成
・魅力ある公園緑地や水と親しむ空間の整備
・協働の取り組みによる緑の創出と育成
・都市農地の多面的な機能の活用
・市民に開かれた安全で快適な臨海部の環境再生
・多摩川の魅力を活かす総合的な取り組み
・水とのふれあいの場づくり

・川崎港港湾環境計画（2000年3月策定）
・かわさき「農」の新生プラン（2005年3月策定）
・川崎市多摩川プラン（2007年3月策定）
・川崎市景観計画（2007年度策定）　　　等



③地球環境に配慮した取り組みの推進

・緑の基本計画において、地球環境を発信していくためには、広域的な自然的環境であり、

かつ、市域の骨格である多摩丘陵、多摩川崖線、多摩川、臨海部の海を川崎市の不変の環

境資源として捉え、そのつながりを確保するとともに、それらを基軸とした緑と水のネッ

トワークを周辺地域に広げていく必要があります。

・地球環境に配慮し、都市活動と自然環境が共存する社会を実現化するために、緑による二

酸化炭素（CO2）削減、ヒートアイランド現象の緩和、健全な水循環の再生等、緑の保全、

創出、育成に関する施策を複合的に推進していく必要があります。

・循環型社会形成の視点では、公園管理等により発生した資材の有効活用など、大規模公園

における緑のゼロエミッションの構築や、緑のリサイクルに取り組む必要があります。

④少子高齢化の進行を踏まえた緑の質の向上

少子高齢化の進行を踏まえ、誰もが緑の恩恵を受けられるよう、身近な緑の質を高める

ことが重要です。具体的には次の視点で施策を推進していく必要があります。

蘯 新たな目標の設定
・2006（平成18）年1月時点での自然的環境の分布調査では「樹木の集団（緑化地含む）」が

市域面積の約7％（空中写真）、「農地」が約5％（固定資産概要調書）の現況を示していま

すが、これらの自然的環境資源は、生活環境を維持、向上する上で大切なものであるととも

に、川崎市のまちづくりを進めていくために欠かせないポテンシャルとなっています。

・都市化が著しく、稠密な土地利用がなされている川崎市においては、全ての緑が保全される

ことは非常に厳しい状況となっています。こうした状況を踏まえ、緑の保全・創出・育成を

進める上で、緑の目標設定は、樹木の集団と農地の合計量の12％に着目し、その維持と向

上を目指すこととします。

・緑の目標の達成及び緑の将来像の実現に向けて、行政が責任を持って進める行政主導型施策

と様々な主体との協働と連携により進める協働型施策により取り組みます。また、その概要

を示す「施策の方針図」を作成します。
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・緑のストックの有効活用とその特徴を活かす
・緑の拠点となるインフラ整備と緑と水のネットワークの充実
・公園緑地の整備や公園施設のバリアフリーの推進
・安全・安心を考慮した緑の管理と活用の推進
・緑と水による景観形成の推進



・本格的な都市の成熟と少子高齢社会の到来を踏まえ、これまでの緑の基本計画の実績として

積み上げた緑のストックを有効に活用しながら、緑の豊かさを実感することができる緑の質※

への向上を目指します。

・民有地における緑化の推進については、緑と水のネットワークの形成上、大変重要な施策で

あることから、地域ぐるみによる緑化の促進に取り組みます。

盻 実行性をふまえた計画の策定
①実行性をふまえたプランの策定

・緑地保全、緑化推進、都市公園の整備には、用地の確保や維持管理など多くの経費が必要

になります。緑の基本計画の実行性を高めるため、新総合計画に即した「緑の実施計画」

の作成を行い、「緑の条例」の規定により着実な進行管理を図ります。

②施策の実施状況の公表とその評価

・緑の基本計画を着実に実施するためには、施策の実施状況を市民にわかりやすい形で示し

ていくことが重要です。施策の実施状況及び成果については、環境審議会に定期的に報告

し、評価を行い、公表していきます。また、こうした取り組みにより一定期間毎に施策の

推進手法を点検します。

③地域の特性を活かした区別方針の明確化

・川崎市は、南北に細長い地形となっており、北部と南部では土地利用状況や自然的環境資

源の内容、市民の意識が異なります。こうしたことから、地域における緑の課題やニーズ

を反映して策定された都市計画マスタープランの区別計画「都市環境」の方針に適合させ、

区別の緑の取り組み方針を示します。

④計画期間の見直し

・本改定は、今後到来する本格的な少子高齢社会や人口減少等の社会情勢、関係計画との関

わりを踏まえながら、目指すべき「緑の将来像」を示しています。こうしたことから、計

画の実行性を確保するために、おおむね10年間である計画期間を設定し、進行管理を弾

力的に行っています。

第2章　緑の基本計画の改定の考え方
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※緑の質については、参考資料「緑の質の向上について」（P186、187）を参照



縱 緑の課題
盧 広域的な課題
①首都圏レベルで保全すべき多摩丘陵、多摩川崖線、多摩川の自然環境

・国による都市再生プロジェクト（第3次決定）でまとめられた「首都圏の都市環境インフラ

のグランドデザイン」（2004年3月）では、保全すべき自然環境25ゾーン及び13河川が

位置づけられ、自然環境の基本目標、都市環境インフラの将来像、整備に向けた行動指針

などが示されています。

・川崎市域では、保存すべき自然環境ゾーンとして「多摩丘陵ゾーン」と、「多摩川右岸崖線

ゾーン」、河川では「多摩川」が位置づけられており、その保全、活用、育成に向けた様々

な施策を講じることが望まれています。
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出典：「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」
　　　（平成16年3月）国土交通省国土計画局に加筆   

図 2－7　首都圏において保全すべき自然環境



②湾岸部における緑の回廊形成

・八都県市首脳会議では、首都圏における連続したみどりの保全・創出を図るための自治体

間の連携を進めています。この中で、都市部においては、失われた自然を都市基盤整備と

併せて再生・創出することにより、ヒートアイランド現象の対策とするなど、緑による環

境改善機能の向上などについて検討を行っています。こうした中で、2002（平成14）年

から「広域的な緑のネットワーク」を共同研究し、湾岸部における緑の回廊形成の必要性

が示されました。川崎市エリアでは、海の緑の拠点の保全（多摩川河口干潟の保全）、拠点

となるエコアイランドの形成（東扇島緑地）等があげられています。

第2章　緑の基本計画の改定の考え方
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図 2－8　八都県市　主な緑のネットワークの将来像
出典：「八都県市　緑の『知る・見る・歩く』マップ～首都圏の緑のネットワークの形成を目指して」
　　　（2004年11月）八都県市首脳会議　環境問題対策委員会　緑化政策専門部会に加筆　



盧 市域レベルの課題
①緑の保全、創出、育成に関する課題

・多摩丘陵のつながりを首都圏という広域的な観点から見つめることも大切です。

・開発事業や相続対策などによる緑の喪失も顕著となっていることから、様々な関係機関と

の連携により、地権者の理解と協力を得ながら緑地保全施策を講じていく必要があります。

また、保全緑地は、公有地化による手法が効果的ですが、税制の優遇措置の活用など地権

者が持続的に山林を保全していく仕組みの充実などを併せて検討していくことが必要と

なっています。

・保全緑地の多くは斜面地に存在することから、その安全性を持続的に確保していくために

定期的な萌芽更新などを始めとした適切な植生管理が必要となっています。

・農地を取り巻く社会的状況は決して良好なものではなく、農業者の高齢化、後継者不足、

周辺の市街化による営農環境の変化など、今後も都市農地の保全に向けて厳しい状況が続

く予想となっています。

・多摩川や二ヶ領用水などに育まれた緑を保全、創出、育成することにより、緑と水のネッ

トワーク形成にむけた地域ぐるみによる緑のまちづくりが必要となっています。

・幸区や中原区がヒートアイランド現象による気温上昇が他地域に比べ著しい状況となって

いることから、緑の創出と育成による都市気候の緩和が必要となっています。

・「臨海部」においては、市街地への環境負荷を軽減させることや、魅力ある臨海部の地域づ

くりを進めるために、事業所緑化の効果的な促進を行うことが大切となっています。また、

市民との関わりを身近なものにするために、街路樹や港湾緑地を始め、緑のインフラの機

能充実を目的とした環境整備を進めていくことも必要です。

・運河周辺の緑化を進めることは、景観形成上効果的と考えられますが、その大部分を占め

る事業所敷地においては、荷おろし場や材料の保管ヤードなどに活用されており、そうし

た機能を維持しながらの緑化地誘導は非常に難しい課題となっています。今後についても、

港湾緑地の整備を始めとし、事業者の協力による事業所緑化を促進するとともに、臨海都

市拠点の土地利用の再編機会などを捉えながら、水際線に配慮した緑地や緑化地の効果的

な誘導を図っていくことが望まれています。

・富士見公園、等々力緑地、生田緑地など市域の核となる大規模公園の早期完成を目指し、

市民の多様なニーズに応えることが必要です。

・農ある風景を次世代に継承するため、多摩丘陵の黒川地区、岡上地区、早野地区の農業振

興地域におけるまとまりのある農地や樹林地を保全する取り組みが必要です。

・川崎駅周辺地区、小杉地区、新百合丘地区の3地区は緑化推進重点地区計画により、今後

も引き続き区域内の緑化推進に取り組むことが大切です。また、6地区の候補地について

も、緑の保全、創出、育成についての計画づくりを市民と事業者の参画により進め、川崎

の顔となる風格のある都市拠点のイメージアップに努めることが必要です。

第2章　緑の基本計画の改定の考え方
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・多摩川、鶴見川等の一級河川、準用河川、普通河川は、内陸部を網の目状に流れているこ

とから、緑と水のネットワーク形成にあたっての重要な自然的環境資源として捉えていく

ことが大切です。

・地域レベルで拠点となる公園、街路樹、保全緑地、市街地に分布する農地などの緑が相互

に連携しあいながら、緑と水のネットワークを高め、生き物の生息生育空間の確保、防災

機能の強化、レクリエーションの場の提供、景観形成などに寄与することにより、生活空

間における緑の質を高めることが必要となっています。

②緑の保全・創出・育成を支える人づくりや協働の仕組みづくりの課題

・川崎市の緑は、地域における様々な主体による保全・創出・育成の取り組みによって支え

られていることから、緑を支える人づくりとともに、市民、事業者をはじめとした様々な

主体が協働、連携しやすい仕組みを構築し、それぞれの主体が共有できる交流拠点を確保

することが必要です。
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図 2－9　緑の課題図
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【イメージキャラクターのご紹介】
空のかなたから楽しい夢を運んできた緑の妖精だよ。
本計画でも、グリンピー達が、花や緑を増やしていく活動をみんなに紹介しているよ。




