
蘯 基本方針3「多様なみどり拠点による風格のある都市の形成」
市域の骨格を形成する「みどり軸」と、市域の緑の拠点が相互につながりを持ち、緑と水の

ネットワークが形成されることは、緑を実感できる生活空間の確保や風格のあるまちなみ景観

を目指す上で大切です。

とりわけ、大規模な公園緑地、まとまりのある緑地や農地、都市のシンボルとして重点的な

緑化が望まれる地区等については、レクリエーション、防災、都市気象の改善、景観形成等、

緑と水のネットワークを形成する上で要となる拠点的な緑となっています。

基本方針3では、こうした緑を「みどり拠点」として位置づけ、その機能の充実に向けた整

備等に努めます。

① 緑の拠点（緑の核となる拠点を充実させる）
〔現況と課題〕

・緑の拠点※は、その代表的なものとして大規模公園があげられます。これらは、市民の自由

時間の増大、少子高齢社会の到来など社会情勢の変化に伴い、身近な自然とのふれあいや

レクリエーションなど様々な市民ニーズに対応するとともに、災害発生時における避難地

や救援活動拠点としての役割を担うことから、その質的な充実と整備の推進が求められて

います。

・都市公園に準じる施設として市民に開放されている公共施設についても、レクリエーショ

ン、防災、環境保全、景観形成などの多様な機能を有することから、その機能を十分に発

揮させながら市民ニーズに即した交流の場となるよう、その利用促進に努めることが大切

です。

〔緑の保全・創出・育成の考え方〕

・市域における緑のオープンスペースの核となり、市民の休憩、観賞、散歩、遊戯、運動等

の利用に供するレクリエーション機能をはじめ、防災機能、環境保全機能、景観形成機能

を発揮することが期待される28の緑地等を、「緑の拠点※」として位置づけ、その整備及

び機能の充実を図ります。
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※緑の拠点： 原則として、4ha以上の都市公園及び地区公園、4ha以上の特別緑地保全地区、港湾緑地等、市民に供用されている

緑豊かな大規模な公共施設を緑の拠点と位置づけます。
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図 3－17　緑の拠点の配置
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等々力緑地 生田緑地

東扇島西公園 川崎市緑化センター
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ha

表 3－4 緑の拠点一覧



［施策の方向性］
総合公園をはじめとした緑の拠点は、川崎市を代表する緑のオープンスペースであり、

環境保全、レクリエーション、防災、景観形成などの多様な機能を兼ね備えています。また、

市域の緑と水のネットワークを形成する上で要となる大切な環境資源です。

こうしたことから、それぞれの拠点の特質とその機能を十分に発揮させる取り組みを進めます。

●大規模公園の整備推進と管理運営の充実

川崎市には、総合公園をはじめとした大規模な公園緑地が市域にバランスよく配置されて

います。

これらの公園緑地は、軸のつながりの要となるほか、環境保全、レクリエーション、健康

増進、景観向上、防災など多様な機能が備わっています。

こうしたことから、現在整備中の生田緑地、等々力緑地、菅生緑地、早野聖地公園につい

ては、概ね10年以内にそれぞれの公園が担うべき目的と機能が市民に提供できるよう整備

の推進を図ります。

また、都心のオアシスとなっている富士見公園については、富士見周辺地区整備基本計画

に沿って「富士見公園再整備計画」を策定し、公園施設の再編等を行いながら、都心部の顔

を代表する風格のある公園づくりを進めます。

更に、大規模公園の管理運営については、利用者を顧客としてみたて、より快適な利用が

促進されるパークマネジメントの構築を目指します。その先がけとして、生田緑地をモデル

にして、その取り組みを進めます。

●地域の核となる地区公園等の機能の充実

1971（昭和46）年以前に整備され老朽化の進行した地区公園等については、市民のニー

ズに即した再整備を進めます。再整備にあたっては計画の立案段階から市民参加を図り、地

域の魅力ある公園づくりを目指します。
［基本施策］ ○リフレッシュパーク事業の推進 （→P127）
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人と緑をつなぐふれあい拠点形成プロジェクト人と緑をつなぐふれあい拠点形成プロジェクト人と緑をつなぐふれあい拠点形成プロジェクト

［基本施策］ ○大規模公園緑地の整備推進 （→P 124）
○多様な手法による公園緑地の管理運営 （→P 129）
○公園緑地の活性化の推進 （→P 129）
○普及啓発活動の推進 （→P 135）
○緑の情報発信の推進 （→P 137）
○緑のストックのPRと活用の促進 （→P 138）



●港湾緑地の整備推進

港湾緑地は、海や運河に面し、臨海部の景観を眺望するには絶好のエリアであり、臨海部

と市民をつなぐ貴重な拠点でもあります。

こうしたことから、東扇島東公園の整備推進を図るとともに、浮島1期地区での新たな緑

地空間の確保、ちどり公園をはじめとした港湾緑地の活性化と機能充実に取り組みます。

また、貴重な空間を市民にアピールし、訪れる市民の憩いの場となるよう港湾緑地の維持

管理の向上に努めながら「市民に開かれた臨海部」を目指します。

●市民参加による保全緑地の再生促進

大規模な地域制緑地である黒川よこみね、小沢城址、多摩、橘などの特別緑地保全地区は、

多摩丘陵軸、多摩川崖線軸の要となる緑地となっており、多様な動植物の生息生育空間や

ヒートアイランド現象の緩和など都市気象を調整する重要な環境資源でもあります。

これらの特別緑地保全地区内の土地は概ね公有化されていることから、市民との協働によ

る植生管理等を進めながら、都市における良好な里地・里山景観として次世代に継承すると

ともに、自然観察や環境学習の場として市民交流の拠点として活用していきます。

●緑豊かな市民利用施設の機能充実

都市緑化植物園としての緑化センター、農業者支援施設であるフルーツパーク、港湾振興

のための施設である川崎マリエンについては、それぞれの目的と機能を備えた、緑豊かな市

民利用施設です。

今後もこうした施設は、情報発信・交流拠点として大切であることから、市民へのPRの

推進と施設の機能の充実に努めます。
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［基本施策］ ○港湾緑地の整備推進 （→P 134）
○緑のストックのPRと活用の促進 （→P 138）

［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）
○緑のストックのPRと活用の促進 （→P 138）

［基本施策］ ○普及啓発活動の推進 （→P 135）
○緑の情報発信の推進 （→P 137）
○緑のストックのPRと活用の促進 （→P 138）

川崎マリエン
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コラムコラム

【富士見公園内コミュニティガーデン「はぐくみの里」】
2007（平成19）年5月に富士見公園内にコミュニティガーデンを開設しました。「はぐくみの

里」の愛称で市民に親しまれている、約3000m2のコミュニティガーデン内には、畑、田んぼ、
ハーブ等の花壇があり、川崎区の中心部に「農ある風景」が広がります。ここでは1年間のリー
ダー養成講座を終了したボランティアリーダーが有機無農薬で作物を栽培し、リーダー以外の市
民も一般会員として活動日にリーダーとともに活動しています。
収穫を祝うイベントでは、小学生が親子で稲刈りをしたり、サツマイモ掘りをしたり、「はぐくみ
の里」でコミュニティの輪が広がっています。春にはサクラが見事に咲き、夏から秋にはたくさん
の野菜が育ち、田んぼでは川崎区では見ることのできなくなった稲の成長を観察でき、一年を通
して花壇に咲く可憐な花が楽しめます。のんびりお弁当を食べたり、散歩をしたり、市民の憩いの
場となっています。

【夢見ヶ崎動物公園】
夢見ヶ崎動物公園は、川崎市のほぼ中央に位置し、市街地に囲まれた標高35mの自然林が残

る小高い丘で、四季折々の植物や野鳥などが、自然を楽しませてくれます。
園内にはペンギン・レッサーパンダ・シマウマ・サルなど、65種400点の動物たちが飼育展示さ
れており、間近で見ることができます。
最近では、2007(平成19)年6月に生まれたハートマンヤマシマウマの子どものアースや、マダガ
スカル島だけに生息するワオキツネザルやブラウンキツネザルの子も増え、一段とにぎやかさを
増しています。
現在、飼育管理を徹底して希少動物の繁

殖に努めるとともに、動物を教材とした環
境教育の場として、小・中学校と連携した取
り組みや大学の動物関連学科の研究室と協
働で飼育環境エンリッチメントや寄生虫感
染症についての研究を進めています。
2006（平成18）年度からは、新設された

動物病院を活用し、飼育動物の診療・治療
や傷病鳥獣の治療にあたっています。

特徴的な「緑の拠点」を紹介するよ！



② 緑と農の3大拠点（「農ある風景」を保全する）
〔現況と課題〕

・市域の北西部に位置し、多摩丘陵の一角を担う黒川、岡上、早野地区の農業振興地域は、

まとまりのある樹林地、農地、水辺地が一体的に保全され、多様な生態系や、「農ある風景」

が維持され、新総合計画では｢緑と農の3大拠点｣に位置づけられています。

・こうしたことから、これらの3地区は、次世代に継承すべき川崎市の原風景として、多く

の市民からその保全が望まれています。

・近年は農業者等の高齢化や後継者不足、相続の問題等により樹林地や農地の減少がみられ

ます。

・緑と農の3大拠点の樹林地と農地の一体となった「農ある風景」保全に向けて、農業施策

と緑地保全施策などの横断的な連携が不可欠となっています。

・樹林地等の保全にあたっては、農業振興地域に関する計画との連携を行うとともに、地元

農業者や樹林地の所有者との相互理解を醸成させながら取り組むことが大切です。

〔緑の保全・創出・育成の考え方〕

・緑と農の3大拠点である黒川、岡上、早野地区については、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、川崎の希少となった「農ある風景」を

次世代に継承します。

・「農ある風景」の保全にあたっては、生物多様性の保全、樹林地・農地の保全再生、歴

史・地域文化の伝承等に関連する施策を推進するとともに、活気に満ちた地域振興を目指

すため、地元農業者との協力、連携を図ります。また、多くの市民が気軽に訪れられる

フィールドづくりに努めます。
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図 3－18 緑と農の3大拠点の位置

※ 緑と農の3大拠点の範囲：緑と農の3大拠点は、黒川、岡上、早野地区における農業振興地域およびその周辺を、その対象範囲とします。



［施策の方向性］
多摩丘陵の「農ある風景」を構成する多様な緑の地域遺伝子を、地域の方々の理解と協力を

得ながら、守り、育て、次世代に継承します。

●「農ある風景」の保全

黒川、岡上、早野地区のまとまりのある樹林地や農地は、多摩丘陵のつらなりを担うとと

もに動植物の貴重な生息生育空間となっています。また、3地区に見られる「農ある風景」

は川崎市の貴重な景観資源となっています。

こうしたことから、農業者や地権者の理解と協力を得ながら、農業施策と緑地保全施策の

連携を基本とした保全施策等の取り組みを進めます。

また、保全緑地等の活用を図ることや、農への関心を高める取り組みを進めるなど、地域

と都市住民の交流の場となる取り組みを検討します。
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里地・里山みらい継承プロジェクト里里地地・・里山みらい継承プロジェクト里山みらい継承プロジェクト

［基本施策］

○樹林地の保全 （→P 111）
○保全された緑地の適切な管理と持続的な取り組み

（→P 112）
○地域に残された身近な緑の継承 （→P 113）
○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）
○農を知る機会と参加する仕組みの充実（→P 118）
○河川の環境整備の推進 （→P 120）
○普及啓発活動の推進 （→P 135）
○緑の情報発信の推進 （→P 137）
○緑のストックのPRと活用の促進 （→P 138）
○緑の調査研究 （→P 139）黒川地区

岡上地区 早野地区



③ 農と緑のふれあい拠点（台地に広がる緑豊かな営農環境の保全）
〔現況と課題〕

・久末地区は、市の中央部である高津区の南部に位置しており、市街地の中に市街化調整区

域が島状に存在しています。

・農地は、市街化調整区域の集団農地と市街化区域内農地で、まとまりを持った農地となっ

ており、また、市街化区域の農地の生産緑地率は高くなっています。

・農地の約9割は、畑で野菜を主体とした生産が行われ、川崎市の代表的な野菜産地となっ

ています。（かわさき農産物ブランド：キャベツ、ブロッコリー、トマト、カリフラワー等）

・農業者の状況としては、若手の生産者が多く、また、中核的農家の比率も高く、販売農家

数も安定しており、今後も継続的かつ活発な営農が期待できる地区です。

・古くから農業集落としてのつながりが強く、生産組合による活動が活発で、農産物品評会

の開催や学童農園・父母会農園への生産指導等を通じ、学校や地元住民と共生しながら高

い品質の農産物を提供しています。

〔緑の保全・創出・育成の考え方〕

・市街地に囲まれ、樹林地、農地、河川（鶴見川水系）などの自然的環境資源が一団の面積

を有し、台地の緑地群として残されていることから、都市景観、ヒートアイランド現象の

緩和、生物多様性などの観点から、地域の振興と併せた緑地保全、農地保全を進めます。

・高津区橘地区の魅力を向上させる地域として、学校、農業者、地域住民が参画できる「農

を通じたふれあい拠点」として市民交流と農業への理解を高めます。
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図 3－19 農と緑のふれあい拠点位置
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※ 農と緑のふれあい拠点の範囲：農と緑のふれあい拠点は、久末地区における市街化調整区域及びその周辺を、その対象範囲とします。



［施策の方向性］
周辺が市街地となっている久末地区は、樹林地に囲まれ、その台地にはひろがりのある

農地が集約されており、都市部における重要な自然的環境資源といえます。

また、農業者の営農意欲も旺盛であり、生産する農作物の多くが「かわさき農産物ブラン

ド」に指定されるなど、その品質も高く評価されています。

こうした活気ある地域を緑と農の発信拠点として持続的な地域振興を進めます。

●台地に広がる農地と樹林地の一体的な保全

台地を支える周辺樹林地の保全を地権者の理解と協力を得ながら進めるとともに、農地の

保全と活用を進め、地域の振興を図ります。

●地域住民や学校等との連携による農業理解の促進

久末地区では、生産組合による活動が活発で、地元の小学校との交流により、学校や地域

の行事と関連させながら、2007（平成19）年3月末までに90回に及ぶ品評会が実施され、

農業者の技術の向上も図られています。こうした地域の取り組みを基本としながら、都市農

業の振興を目指し、市民の農業への理解を深めます。
［基本施策］ ○農を知る機会と参加する仕組みの充実 （→P118）
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【援農ボランティアの育成】
～農（みのり）の寺子屋～
川崎市経済局では、地域農業に対する

支援や農環境の形成に貢献することがで
きるボランティアを育成するため、農業
技術の研修｢農（みのり)の寺子屋｣を行っ
ています。

「農の寺子屋」という事業名は、農業指
導を行う寺子屋をイメージした事業であ
ることから、名付けられました。
研修は麻生区黒川地区で行っており、

受講生は、地元農業者の指導のもと、農作物(露地野菜)の栽培指導や農薬の講習など幅の広い
農業の技術を学んでいます。
受講生全員での作業のほかグループ作業で作物の管理をし、年度の最後には発表会も行ってい
ます。

研修修了生は、援農ボランティア組織「農(みのり)の協力会｣に登録し、農作業の手伝いをする
予定です。

農に関する活動を紹介するよ！

農と緑のふれあい発信プロジェクト農と緑のふれあい発信プロジェクト農と緑のふれあい発信プロジェクト

［基本施策］ ○樹林地の保全 （→P 111）
○保全された緑地の適切な管理と持続的な取り組み （→P 112）
○農地の保全と活用 （→P 117）



④ 緑の都市拠点（緑により都市の顔を形成する）
〔現況と課題〕

・主要ターミナル駅など市民の利用が多く、川崎市のシンボルとなる地区は、新総合計画で

広域拠点、地域生活拠点、臨海都市拠点に位置づけられています。これらの地区は、川崎

市のイメージに直結する「川崎の玄関」でもあることから、緑により風格ある都市の顔を

形成する地区をめざし「緑の都市拠点」として位置づけ、緑化の推進を図ることが望まれ

ます。

・「緑の都市拠点」は、市域において都市緑化などを重点的に推進する地区であり、「緑化推

進重点地区」として9地区が選定されています。そのうちの川崎駅周辺地区、小杉地区、

新百合丘地区の3地区では「緑化推進重点地区計画」が策定され、公園緑地の整備推進、

街路樹の整備、公共公益施設の緑化などの具体的な取り組みが進められています。

〔緑の保全・創出・育成の考え方〕

・川崎駅周辺地区、小杉地区、新百合丘地区の緑化推進重点地区では、市民との協働で緑化

推進重点地区計画が策定され、地域ぐるみの緑化推進が実施されています。引き続き、市

民や事業者との協働により持続的な緑の創出、育成を進めていくことが大切です。

・6地区の候補地においては、市民や事業者との協働により、緑化推進重点地区計画を策定

し、それぞれの都市拠点が持つ個性を発揮する緑化を目指します。

第3章 緑の基本計画
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図 3－20 緑の都市拠点位置
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［施策の方向性］
川崎市のイメージを左右する都市拠点の景観整備や風格づくりは大切な取り組みです。

こうしたことから、緑の都市拠点を緑化推進重点地区として設定し、様々な主体の参画と協働

による緑を創出します。

●緑化推進重点地区（候補地）における緑化推進

川崎駅周辺地区、小杉地区、新百合丘地区については、すでに緑化推進重点地区計画が策

定しており、引き続き様々な主体間の連携により持続的な緑の保全、創出、育成を促進しま

す。計画未策定の6地区については、市民、事業者、関係機関等の協働により地域の特性に

即した計画を策定します。
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都市拠点・グリーンアッププロジェクト都市拠都市拠点点・・グリーンアッププロジェクトグリーンアッププロジェクト

［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）

図 3－21 新百合丘地区緑化推進重点地区計画図

新百合丘地区緑化推進重点地区




