
盪 基本方針2「地球環境に配慮したみどり軸の保全と創出」
多摩丘陵、多摩川崖線、多摩川、臨海部の海は、川崎市の骨格を形成する貴重な自然的環境

資源であり、ふるさと川崎の景観を特徴づけています。これらの緑は、広域的な視点からもそ

の保全、再生、創出、育成が望まれています。基本方針2では、これらの自然的環境資源を市

域の骨格を形成する「みどり軸」として位置づけ、広域的な視点を踏まえた緑のつながりを目

指します。

① 多摩丘陵軸（多摩丘陵につらなる緑を保全・育成する）
［現状と課題］

・八王子市から横浜市にいたる多摩丘陵は、首都圏の広域的な視点からも大切な自然環境で、

そのほぼ中央に位置する川崎市は、丘陵地のつながりの一部を担っています。

・鶴見川流域に残されたまとまりのある樹林地等の持続的な保全・活用が望まれています。

・黒川、岡上、早野地区の農業振興地域は、新総合計画で「緑と農の3大拠点」に位置づけ

られており、川崎市では稀少となった里地・里山の風景が残されています。

・農業振興地域は、まとまりのある樹林地や谷戸に介在する農地、ため池や河川が存在する

とともに、河川の源流域などになっていることから生物多様性の保全という観点からも重

要な自然的環境資源となっています。こうした自然的環境資源の保全にあたっては農業施

策と緑地保全施策の連携が不可欠となっています。

・農業者や樹林地の地権者等の相続問題、後継者不足や都市化の進展などにより、樹林地や

農地の減少が続いていることから、今後、樹林地や農地の減少に歯止めをかけるための施

策の検討や、税制の改善などを国や関係機関に求めていくことが必要となっています。

・多摩丘陵軸の土地利用で、樹林地は約18％となっており、その内の約56％が保全されて

いますが、今後も引き続き地権者の理解と協力を得るとともに関係機関との情報交換が求

められています。

・市域を越えたまとまりのある緑は、多摩

丘陵のつらなりや景観保全という観点か

ら、隣接自治体と連携し、多摩丘陵の緑

の保全を広域的な見地からとらえていく

ことが大切です。
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図 3－6 多摩丘陵の範囲
出典：SpaceWalkJapan
（ランドサット5号が撮影した衛星画像を合成処理）

多摩丘陵の範囲多摩丘陵の範囲
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図 3－7 多摩丘陵軸におけるおおむねの土地利用の状況※

図 3－8 多摩丘陵軸における緑地保全及び緑化の方針

多摩丘陵軸

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

※図3－7は、GISによる計測データを集計しているため、実測地の集計とは若干異なります。



［施策の方向性］
多摩丘陵のつらなりを担う「緑と農の3大拠点（黒川、岡上、早野）」やその周辺地域の緑

を、鶴見川流域を含めた広域的な視点から保全に努め、川崎市に残された貴重な里地・里山の

景観を次世代に引き継ぎます。

●まとまりのある樹林地と農地の保全

緑と農の3大拠点である黒川、岡上、早野地区や尾根に残されたまとまりのある樹林地と

農地は、河川の源流域を支える重要な自然的環境資源となっています。

こうしたことから、緑地保全施策と農業施策の連携を図り、農業者や地権者の理解と協力

を得ながら樹林地と農地の一体的な保全に努めます。

また、軸内のみどり拠点である早野聖地公園の整備を進めながら、併せて公園区域内に存

在するため池やその周辺地の保全を図り、鶴見川水系における多様な生態系の保全に努めま

す。こうしたみどり拠点の整備推進や保全緑地の拡大等により、多摩丘陵のつながりを確保

し、生物多様性の保全に取り組みながら、川崎市で希少となった「農ある風景」を次世代に

継承します。

●市民が緑と農にふれあえる場づくり

農地等の保全を持続的に進めるうえで、市民の理解と協力が不可欠となっています。こう

したことから、農を知る機会の確保として、農業体験や援農などに参画する仕組みを充実さ

せます。また、保全緑地とそこに介在する農地は一体となって里地・里山の景観を残し、多

様な動植物の生息・生育空間となっていることから、地域の理解と協力を得ながら、市民等

の参画を踏まえた様々な活用方策を検討していきます。

●広域連携による多摩丘陵の緑の保全と活用の検討※

八王子から三浦半島につらなる多摩・三浦丘陵は、首都圏において貴重な自然環境となっ

ています。こうしたことから、多摩・三浦丘陵に関係する自治体との連携を深め、様々な環

境資源や歴史文化等を活用した取り組みを検討していきます。
［基本施策］ ○関係自治体との広域連携の推進 （→P 116）

［基本施策］ ○保全された緑地の適切な管理と持続的な取り組み （→P 112）
○農を知る機会と参加する仕組みの充実 （→P 118）

［基本施策］ ○樹林地の保全 （→P 111）
○様々な施策による緑地の保全 （→P 113）
○新たな緑地保全施策に向けた検討 （→P 114）
○川崎ふるさとの小径（遊歩道）の設定 （→P 116）
○農地の保全と活用 （→P 117）
○大規模公園緑地の整備推進 （→P 124）
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※ 本計画における「多摩丘陵」の扱いについて：

本計画においては「多摩丘陵」を、八王子市から横浜市につらなる区域として扱いますが、広域連携の検討に際しては、多摩丘陵か
ら三浦丘陵につらなる「多摩・三浦丘陵」の視点を考慮することとします。

多摩丘陵・緑をつなぐプロジェクト多摩丘陵・緑をつなぐプロジェクト多摩丘陵・緑をつなぐプロジェクト
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コラムコラム

【里山ボランティア育成講座】
山の手入れや森の鳥や植物が好き、そして里山に興味のある方、里山でボランティア活動を行

いたい方を対象に、市内に残された里山を題材にしながらその意義や管理手法について学びま
す。

内容は里山の自然環境や管理手法、里山での
活動に向けた基礎知識、竹林管理等のフィールド
学習、さらに里山散策を行います。この講座では、
「かわさき緑レンジャー」が指導のサポートをし
てくれています。

　2000(平成12)年度から実施し、2006(平成
18)年度までに約240名の修了生がいます。ま
た、この講座の修了生の何人かは既存のボラン
ティア団体に所属し、活躍しています。

【斜面緑地総合評価と斜面緑地保全カルテの活用】
　緑の確保目標に向けた取り組みを進める上で、効果的な保全施策を講じるため、市域の
1,000m2以上の斜面緑地について現状を把握し、植生・地形等の自然的条件、歴史的・景観等の
社会的条件、上位計画等の計画条件を整理し、斜面緑地総合評価を行っています。
　評価した結果に基づき、A、B、Cによる3段階のランクを設定し、保全施策を講じるにあたって
の優先度を示した斜面緑地保全カルテを作成しています。
 この斜面緑地保全カルテを活用し、優先度の高い緑地（Aランク）を中心に特別緑地保全地区、
緑の保全地域、緑地保全協定等、様々な手法を効果的に組み合わせながら保全策を講じていま
す。

緑のボランティアを支援します！

岡上梨子ノ木特別緑地保全地区

里山ボランティア育成講座



② 多摩川崖線軸（緑の崖線を保全・回復・育成する）
［現状と課題］

・多摩川崖線軸は、多摩丘陵と多摩川の低地の境に位置し、その大部分が北側斜面の樹林地

で構成されています。

・JR南武線沿線から望むことができる連続した小高い丘は市街地の後背に位置し、川崎市の

景観を特徴づけています。

・多摩川崖線の樹林地は、市域の骨格を形成しており、連続した崖線景観、動植物の生息生

育空間、ヒートアイランド現象の緩和などの観点から、重要な緑地帯となっています。

・市の北西部においては、1965（昭和40）年代から活発化した宅地開発が進み、現在にお

いても樹林地や農地の減少傾向が見られます。

・多摩川崖線の土地利用で、樹林地は約62％となっており、その内の約80％が保全されて

いますが、今後も引き続き地権者の理解と協力を得るとともに関係機関との情報交換を充

実させながら緑地保全施策を進めることが必要となっています。

・川崎市の景観を特徴づける崖線景観のつらなりを維持していくためには、緑地保全施策の

みでなく公園緑地の整備や緑化推進施策と連携し複合的に取り組むことが必要となってい

ます。
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図 3－9 多摩川崖線軸におけるおおむねの土地利用の状況※

※図3－9は、GISによる計測データを集計しているため、実測地の集計とは若干異なります。



［緑の保全、創出、育成の考え方］

第3章 緑の基本計画

58

図 3－10 多摩川崖線軸における緑地保全及び緑化の方針

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

図 3－11　多摩川崖線軸の断面イメージ



［施策の方向性］
川崎市を特徴づける多摩川崖線は、多摩川や鶴見川の流域における貴重な自然環境となって

います。こうしたことから、崖線緑地のつらなりを維持するために、多様な手法を講じながら

その保全、創出に努めます。

また、保全緑地はそのほとんどが斜面地であることから、樹木の萌芽更新等による持続的な

植生管理を進めます。

●多摩川崖線軸の骨格を形成する樹林地の保全

多摩川崖線のつらなりを維持するために地権者の理解と協力を得ながら樹林地の保全に努

めます。また、多摩川崖線をつなぐ緑の拠点として生田緑地、緑ヶ丘霊園などの大規模な公

園や緑地は、崖線の要となる役割を担っていることから、その機能が十分に発揮される整備

や自然環境の保全と再生等を進めます。

更に、多摩川崖線軸には、多くの湧水地などが確認されていることから、生物多様性の保

全、地下水の保全の観点から樹林地と一体となった湧水地の保全に努めます。

●軸をつなげる緑化の推進

多摩川崖線に存在する樹林地は、開発事業等により宅地化が進行し、緑のつらなりが分断

されている箇所が多く見られます。

こうしたことから、宅地化の進行した箇所は、地域ぐるみによる緑化を促進し、保全緑地

や生田緑地をはじめとした大規模公園などとの緑のつながりの確保に努めます。

●市民との協働による緑地管理の推進

多摩川崖線に保全された緑地は、そのほとんどが斜面地となっていることから、その安全

性を持続的に維持していくことは、大切な取り組みとなっています。

こうしたことから、保全緑地における定期的な萌芽更新等を行うとともに、市民との協働

による植生管理や緑地パトロールを進めます。
［基本施策］ ○保全された緑地の適切な管理と持続的な取り組み （→P 112）

［基本施策］ ○多様な手法による緑化推進 （→P 121）
○緑化助成制度の普及と充実 （→P 122）

［基本施策］ ○樹林地の保全 （→P 111）
○様々な施策による緑地の保全 （→P 113）
○新たな緑地保全施策に向けた検討 （→P 114）
○川崎ふるさとの小径（遊歩道）の設定 （→P 116）
○大規模公園緑地の整備推進 （→P 124）
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多摩川崖線・緑をつなぐプロジェクト多摩川崖多摩川崖線線・・緑をつなぐプロジェクト緑をつなぐプロジェクト



③ 多摩川軸（多摩川の自然環境と市街地をつなげる）
［現状と課題］

・多摩川は、市街地に近接した貴重な自然環境として、昔より人々に「母なる川」として多

くの恵みを与えてきました。

・2007（平成19）年3月末現在、518.3haが多摩川緑地として都市計画決定され、野球

場、サッカー場、親水施設、パークボール場等の整備により市民の貴重な緑のオープンス

ペースとして活用されています。また、多摩川河川敷等は、多摩川風致地区（284.8ha）

に指定され、都市空間における自然環境の保全を図る地区に指定されています。

・多摩川の自然環境と市民の暮らしをより身近なものにするために、市街地と多摩川のつな

がりを確保し、緑と水のネットワークが形成されたまちづくりが望まれています。

・多摩川河口部には、約95haの大規模な干潟（川崎市側は約45ha）があり、「多摩川水系

河川整備計画」で自然保全ゾーンの生態系保持空間に位置づけられています。

第3章　緑の基本計画

60

図 3－12　多摩川における管理状況断面図
   出典：川崎市多摩川プラン

※ 多摩川軸の範囲：本計画では、川崎市多摩川プランで設定されている多摩川緑地（518ha）を多摩川軸として位置づけます。



［緑の保全、創出、育成の考え方］

第3章 緑の基本計画

61

図 3－13 多摩川河川環境管理計画
出典：「多摩川河川環境管理計画」（国土交通省）
1980（昭和55）年策定、2001（平成13）年改定

水面管理計画

図 3－14 多摩川軸における緑の保全、創出、育成の方針

0 1 2 4 6 8 km

多摩川軸



［施策の方向性］
川崎市多摩川プランと多摩川エコミュージアムプランを推進し、多摩川の保全と活用を促進

するとともに、多摩川と市街地の関わりを向上させるために、多摩川流域における人と緑の

ネットワークづくりを目指します。

●総合的な多摩川の保全と活用の推進

2007（平成19）年3月に策定した川崎市多摩川プランに基づき、国をはじめとした関係

機関、市民活動団体等と連携し、多摩川の保全と活用を進めます。

また、2001（平成13）年に策定した多摩川エコミュージアムプランの推進にあたっては、

推進主体であるNPO法人多摩川エコミュージアムとの連携を図りながら、多摩川プランによ

る包括的な計画間連携を図ります。

とりわけ、多摩川河川敷における市民利用施設については、利用者の立場にたった施設の

最適化を目指すとともに、維持管理の充実を図ります。

●多摩川と市街地の緑と水のネットワーク形成

多摩川と市街地の関わりを向上させるために、二ケ領用水、多摩川崖線、農地群、円筒分

水をはじめとした自然環境等を保全継承するとともに、そのつながりを高める散策路の設定

による回遊性の確保に努めます。また、多摩川流域における緑と水のネットワークを充実さ

せるために、みどり軸、みどり拠点、河川等のつながりを確保するための地域ぐるみによる

緑化を促進します。

●多摩川と一体となった都市景観の向上

多摩川沿いの景観形成を向上させるために、多摩川景観形成ガイドラインの主旨に沿った

地域緑化の普及促進を図るとともに、緑化推進重点地区候補地における緑化計画の策定を行

い、多摩川と一体となった都市景観の向上に努めます。

●多摩川の自然環境の保全

多摩川河口干潟は、生物多様性の観点から貴重な自然的環境資源となっています。国の多

摩川水系河川整備計画では、生態系保持空間として位置づけられていることから、多摩川水

系河川整備計画の趣旨を尊重します。
［基本施策］ ○多摩川河口干潟の保全 （→P 132）
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多摩川を活かす 緑のまちづくりプロジェクト多摩川を活かす 緑のまちづくりプロジェクト多摩川を活かす　緑のまちづくりプロジェクト

［基本施策］ ○多摩川プランの推進 （→P 131）
○多摩川エコミュージアムプランの推進 （→P 132）
○多摩川緑地の整備と維持管理の充実 （→P 132）

［基本施策］ ○緑化推進重点地区（候補地）における緑化推進 （→P 121）
○多様な手法による緑化推進 （→P 121）
○事業所緑化の促進 （→P 123）

［基本施策］ ○川崎ふるさとの小径（遊歩道）の設定 （→P 116）
○多様な手法による緑化推進 （→P 121）
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【二ヶ領せせらぎ館】
二ヶ領せせらぎ館は、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所が管理する二ヶ領用水宿河

原堰管理所の一部を川崎市が進める多摩川エコミュージアムプランの運営拠点・情報発信セン
ターと、NPO法人多摩川エコミュージアムが管理運営する施設です。
二ヶ領せせらぎ館では、多摩川エコミュージアムプランを進めるために、行政・事業者・学校な

どとの協働で市民活動を展開しています。

【二ヶ領せせらぎ館で行われている主なイベント】
春：桜の多摩川コンサート、こいのぼりまつり
夏：七夕まつり、多摩川夕涼みコンサート、多摩川カヌー教室
　秋、冬：たまりばMusic Festa、環境学習発表会、多摩川凧あげ大会、関東の川研修会

二ヶ領せせらぎ館を紹介します。



④ 東京湾軸（東京湾の緑をつなぐ）
［現状と課題］

・東京湾の緑のネットワークの一翼を担う「東京湾軸」は、川崎市の臨海部として京浜工業

地帯の一部で、重化学工業等の事業所の立地が集中しています。土地利用の約8割以上を

業務用地等が占め、全体的に緑が少ない状況となっています。

・自然的土地利用及びオープンスペースは、市域全体の17.7％と比較して臨海部では

2.8％と少ない状況であり、市民に開かれた臨海部とするためには、魅力ある公園緑地の

整備や事業所緑化の効果的な誘導による地域の生活環境の改善と景観向上が必要です。

・現在、臨海部では産業の高度化・複合化や研究開発機能等の集積、物流拠点の形成、先端

環境技術による国際貢献に資する産業の集積が進められている一方、事業所の移転等によ

る大規模な土地利用転換も予定されています。今後こうした機会を捉え、水際線に配慮し

た緑の環境インフラの再生、誘導を図りながら、魅力ある臨海部の形成が望まれています。

・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・創出を図るための連携施

策を検討しており、湾岸部の緑の回廊の形成や拠点となるエコアイランドの形成として、

東扇島東公園等の拠点となる緑地の確保が望まれています。
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図 3－15 臨海部と市域の土地利用の比較
出典：平成12年度都市計画基礎調査「9a土地利用面積（最新）」を加工



・川崎市では、2006（平成18）年度から、川崎港の水生生物（魚類、大型海藻類、付着生

物、底生生物、プランクトン）の生息状況の調査をはじめ、環境保全、復元のための基礎

資料を収集しています。2006（平成18）年度の調査ではシログチ、ハタタテヌメリ、テ

ンジクダイ、シマイサキ、メイタガレイなど30種類に及ぶ魚類やその他カニ、イカ、貝

類など多様な水生生物が確認され、1989（平成元）年の調査と比較すると大幅にその種類

が増え、水質の改善が裏づけられています。こうしたことから川崎港は、生物多様性の観

点から貴重な水生生物の生息生育空間として再生しつつあり、市域を特徴づける貴重な自

然的環境資源となっています。

［緑の保全、創出、育成の考え方］
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東京湾軸

図 3－16　東京湾軸における緑の創出の方針

東京湾軸の範囲：本計画では、川崎区の主要地方道6号東京大師横浜線（産業道路）
以南を東京湾軸として位置づけます。　　　　  

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

シログチ シマイサキ メタガレイ



［施策の方向性］
臨海部は、工場が立地するものづくりエリアであるとともに国際港として海の玄関です。ま

た、運河、多摩川河口の広大な水域は、市域の骨格を形成する重要な自然環境資源になってい

ます。こうしたことから、川崎市の魅力を発信する重要な地域として、これらの自然的環境資

源を有効に活用し、東京湾における緑のネットワークの一翼を担うための取り組みを進めます。

●港にみどりの拠点を創出する

臨海部は、大規模な工場や物流施設などの企業用地や埠頭となっていることから、市民が

海を眺望できるエリアは限られています。このような土地利用の状況の中で、港湾緑地等は、

市民と海をつなぐ貴重な空間となっています。

これまでに、海釣りなどのレクリエーションや川崎港が眺望できる、ちどり公園、東扇島

西公園、浮島つり園などの港湾緑地等の整備を進めてきました。

今後も、市民が海にふれあえる親水性に富んだ緑地空間や災害時における防災拠点機能を

兼ね備えた基幹的広域防災拠点である東扇島東公園の整備等を進めます。

浮島1期地区においては、海や河川に囲まれた立地特性を活かした新たな緑地の創出を目

指します。また、これまで整備されてきた港湾緑地等の維持管理の充実を図り、快適な憩い

の場となるよう努めます。

●千鳥町公共埠頭の再整備による緑の創出

千鳥町公共埠頭の再整備の機会を捉え、ちどり公園の活性化や事業所と連携したリフレッ

シュ緑地の創出に努め、市民に開かれた臨海部の形成を図ります。

●臨海部における先導的な緑と水のまちなみ形成

臨海都市拠点に位置づけられた川崎殿町・大師河原地区、浜川崎駅周辺地区については、

土地利用の再編機会を捉えながら、多摩川や運河の水際線に配慮した緑地や地域緑化の誘導

に努めます。

また、本計画では臨海都市拠点を、緑の都市拠点として緑化推進重点地区候補地に位置づ

けていることから、関係機関や市民、事業者との連携により、臨海部の緑のまちづくりを牽

引できる緑化計画を策定します。
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緑と海の地球環境向上プロジェクト緑と海の地球環境向上プロジェクト緑と海の地球環境向上プロジェクト

［基本施策］ ○臨海部における緑のストックの活用 （→P 134）
○港湾緑地の整備推進 （→P 134）
○新たな緑地の創出 （→P 134）

［基本施策］ ○川崎港千鳥町再整備計画に合わせた緑地空間の確保と充実
（→P 133）

［基本施策］ ○臨海都市拠点の土地利用再編機会を捉えた緑と水のまちなみ形成
（→P 133）




