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第4章 区別方針
本章では、第3章の基本方針1～基本方針5で示した川崎市における緑の保全、再生、創出、
育成の取り組みの方向性を、区ごとに示します。

盧 区の概況
・川崎区は、市の南東部の海側に開けた沖積低地と、

臨海部の埋立地からなっており、区の北側には東京

都との境に多摩川が流れています。

・土地利用※1は、工業系の割合が区面積の38%と高

い状況となっています。

・自然的環境の分布における樹木の集団は、2.5％となっています。

盪 緑の現況と課題
・「東京湾軸」における緑の充実に向け、事業所の緑化、「みどり拠点」の整備、自然環境の保全、創出が

必要となっています。

・多摩川の河川敷は、川崎区にとって貴重な自然空間となっており、レクリエーションとしても活用され

ていますが、市街地から多摩川へのアクセスが十分でないため、多摩川の自然を市民の暮らしに活かし

ていくことが課題となっています。

・市街地では、戦災復興土地区画整理事業等で計画的に整備された都市公園や街路樹等の緑のストックが

多く存在していますが、地域のニーズを反映し、今後到来する少子高齢社会や土地利用転換への対応等

を踏まえた有効活用が課題となっています。

・総合公園である富士見公園は、周辺のまちづくりと連携しながら、緑豊かなくつろぎの場やスポーツレ

クリエーション活動の場を確保した公園機能の向上が求められています。

・川崎駅周辺は、都市の広域拠点に設定されており、川崎市の玄関口にふさわしい都市景観の向上と風格

づくりが望まれているため、街路樹の適正な管理や市民や事業者との協働による持続的かつ効果的な緑

化の促進が課題となっています。

・市街地と臨海部の接点となる産業道路周辺や、産業道路以南から内奥運河までの住工並存市街地では、

快適な生活環境の創造に向け、公園緑地等の活性化、街路樹や緑道などの環境整備、市民や事業者との

協働による地域緑化の促進が課題となっています。

・臨海部には、東京湾や運河などの自然空間、親水空間が存在していますが、港湾緑地を除くそのほとん

どは工場等の民有地で、市民がアクセスすることができません。そのため、事業所の土地利用転換など

臨海部の再編に伴いながら効果的な公園緑地等の創出、親水空間の整備、アクセス性の向上等を行うこ

とが必要となっています。

・臨海部の工場地帯や海、運河の水辺空間等の特徴を活かした緑の景観づくりも望まれています。
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※ 1 土地利用は2001（平成13）年都市計画基礎調査のデータを使用している。
※ 2 人口、面積は2007（平成19）年のデータを使用している。
※ 3 自然的環境の分布は2006（平成18）年1月1日の空中写真より判読したデータを使用している。

縡 川崎区
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図 4－2 川崎区緑の方針
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図 4－1 川崎区緑の現況
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盻 施策の展開
緑の方針に基づく施策の展開を次のとおり示します。
●みどり軸での展開
○東京湾のつながりのある緑の創出
・事業所と協働、連携し、「（仮称）かわさき臨海の森づくり」の共同宣言を行い、地区別緑化計画を策定

し、環境改善に向けた効果的な緑化推進を目指します。

○多摩川の保全と活用
・「川崎市多摩川プラン」の重点エリアである「幸区船着場周辺エリア」の一部、「大師河原周辺エリア」

において、川崎の顔として良好な景観形成に努めるほか、「多摩川水系河川整備計画」に沿った多摩川

河口干潟の保全、桜並木の整備、グランドの再配置、水防センターの活用、河港水門の保存、大師の渡

し場など歴史資源を活用した景観整備等に取り組みます。

●緑の拠点での展開
○多摩川と緑による川崎市のイメージアップ
・多摩川リバーサイド地区における緑と多摩川の一体となった景観づくりを行い、川崎市のイメージアッ

プに努めます。

・多摩川高規格堤防（スーパー堤防）整備や土地利用の再編機会を捉えて、多摩川へのアクセス改善に努

めます。

○緑の拠点をはじめとした公園緑地の整備推進と新たな緑地の創出
・富士見公園、大師公園、桜川公園、浮島町公園等の機能の充実を図ります。（緑の拠点）

・歩いていける身近な公園の確保に努めます。

・公園利用の活性化と高齢化社会への対応として、公園の農的利用を検討します。

・港湾緑地の整備を推進します｡

（東扇島東公園の整備推進､ちどり公園の活性化、企業との協働と連携による緑地の創出）

・浮島1期地区に新たな緑地の創出を図ります。

・臨海部の緑の拠点の機能充実を図ります。（川崎マリエン、東扇島西公園等）

・公園緑地の機能向上のため維持管理の充実に取り組みます。

○川崎市の玄関口にふさわしい緑のまちなみ形成
・川崎駅周辺地区緑化推進重点地区においては、持続性のある緑化推進により、風格のある景観形成を図

ります。（緑の都市拠点）

・川崎殿町・大師河原地区、浜川崎駅周辺地区（緑化推進重点地区候補地）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ます。（緑の都市拠点）

●エリアでの展開
○海風を市街地に送る風の道の形成（海風を導く緑の軸線の形成）
・臨海部の幹線道路については、街路樹の育成環境を勘案し、街路緑化の再編に取り組みます。

・「緑の軸線」を効果的に形成するため、事業所緑化の誘導・促進に努めます。

○運河の冷涼な空気を蓄えるみどりの帯の形成
・内奥運河周辺地域においては、住工調和を基本とした地域緑化の普及促進を図ります。

・内奥運河周辺地域の土地利用の再編機会を捉えて、親水空間や緑地の整備を誘導します。

・幹線道路や産業道路周辺の地域緑化を促進します。

・事業所との協働と連携により運河周辺の緑化の促進に努めます。
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○緑のストックを活かした緑と水のネットワークの形成
・拠点となる公園緑地や街路樹、多摩川、歴史的文化資源等を結ぶ散策路の設定などにより、回遊性のあ
る緑と水のネットワークの形成に努めます。

・公共公益施設の緑化を推進します。
○川崎区の特性に応じた緑による景観の向上
・大師地区など歴史的資源を活用した地域緑化の促進による景観向上に努めます。
・街路樹の管理の工夫による都市景観の向上を推進します。
・臨海部の工場地帯や海、運河等の特徴を活かした景観整備に努めます。
・景観法による景観計画との連携を図ります。
・都市景観形成地区等の景観の向上に配慮した緑化誘導に努めます。
○市民協働による地域ぐるみの緑化推進
・富士見公園、大師公園などの「緑の拠点」や、身近な生活拠点となる近隣公園、幹線道路などの周辺地
域において、地域緑化推進地区の認定などを促進し、緑と水のネットワーク形成に努めます。

・身近な公園緑地においては、公園管理運営協議会の立ち上げを促進し、地域主体の公園管理運営を目指
します。

・生垣緑化、駐車場緑化、屋上緑化、壁面緑化、事業所緑化など民有地緑化を支援します。
・「みどりの事業所推進協議会」の加盟拡大により事業所緑化の促進に努めます。
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盧 区の概況
・幸区は、南東部に位置し、多摩川、鶴見川、矢上川

にはさまれた平坦な地形からなっています。

・土地利用※1は、住宅系の割合が最も高く、区面積の

35％となっています。

・自然的環境の分布における樹木の集団は、2.6％と

なっています。

・幸区では、都市化の進行に伴う、ヒートアイランド現象が発生し、臨海部及び北部地域等に比べ夏期の

気温が高い状況です。

盪 緑の現況と課題
・多摩川の河川敷は、区民にやすらぎとうるおいを提供する貴重な自然環境となっています。こうしたこ

とから、河川敷のトイレや水飲み場の整備など、利用環境の向上を図り、誰もが快適に利用できる親水

空間、緑地空間とすることが求められています。

・市街地と多摩川の間には、交通量の多い多摩沿線道路があることから、多摩川へのアクセス環境が十分

ではなく、市街地から多摩川へのアクセスの改善が課題となっています。

・鶴見川、矢上川の治水対策は比較的進んでいるものの区民が身近に水辺にふれあえる空間が少ない状況

です。治水による安全性の確保とともに、市民生活にやすらぎを与える貴重な自然空間として、市民が

自然とふれあえる安全で快適な河川環境の整備が望まれています。

・二ヶ領用水は、地域の歴史的文化資源であるとともに、生活にうるおいを与える水辺空間であるため、

河川改修等の機会ごとに、身近な水辺として整備することが望まれています。

・川崎駅西口、新川崎・鹿島田駅周辺では、大規模な工場移転に伴うにぎわいのある拠点が形成されつつ

あるため、川崎市の玄関口にふさわしい風格を実感できる緑化を推進する必要があります。

・古市場周辺及び小向町周辺においては、土地区画整理事業によりゆとりのあるまちなみが形成されてい

ますが、今後も計画的に整備された公園等の資源を活用した地域ぐるみの緑化を促進する必要がありま

す。

・幸区は、公園の数や面積が少なく、既存公園について、区民に身近に親しまれる公園として整備するこ

とが求められています。特に御幸公園は、小向梅林の歴史性を大切にしながら、多摩川緑地と隣接する

という立地特性を活かした公園整備が求められています。また、夢見ヶ崎公園では、動物公園という特

色を活かしながら、周辺の加瀬山の緑地と一体的に整備することが求められています。

・風の道や緑と水のネットワーク形成にむけ、鶴見川、矢上川等の河川から夢見ヶ崎公園など「緑の拠点」

への緑のつながりを向上させていくことが必要です。

・緑が実感できる幸区のまちづくりにむけ、川崎駅西口地区の緑化推進をはじめ、街路樹の適正な管理、

夢見ヶ崎公園等の公園緑地の整備や機能の充実など緑のストックを活用した取り組みを進めることが必

要です。
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縒 幸区

※ 1 土地利用は2001（平成13）年都市計画基礎調査のデータを使用している。
※ 2 人口、面積は2007（平成19）年のデータを使用している。
※ 3 自然的環境の分布は2006（平成18）年1月1日の空中写真より判読したデータを使用している。



蘯 緑の方針
幸区における緑の保全・創出・育成の方針は次のとおりとします。
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図 4－4 幸区緑の現況図
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図 4－5 幸区緑の方針
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盻 施策の展開
緑の方針に基づく施策の展開を次のとおり示します。
●みどり軸での展開
○多摩川の保全と活用
・ 「川崎市多摩川プラン」の重点エリアである「上平間・古市場周辺エリア」、「幸区船着場周辺エリア」

の一部において、利用者のニーズに配慮した運動施設や自由広場等の再配置、アメニティ施設の充実、

船着場を中心とし眺望公園整備などに取り組みます。

（桜並木の復活、運動広場等の再配置）

・多摩川高規格堤防（スーパー堤防）整備と連携しながら戸手4丁目、御幸公園などの市街地からの多摩

川へのアクセスの改善に努めます。

●みどり拠点での展開
○緑の拠点をはじめとした公園緑地の整備推進
・夢見ヶ崎公園、御幸公園の機能の充実を図ります。（緑の拠点）

・歩いていける身近な公園の整備に努めます。

・新川崎地区の土地利用の再編に合わせ、地域ニーズを反映した地域の拠点となる公園整備を進めます。

・公園利用の活性化と高齢化社会への対応として、公園の農的活用を検討します。

・公園緑地の機能向上のため維持管理の充実に取り組みます。

○川崎市の玄関口にふさわしい緑のまちなみの形成
・川崎駅周辺地区緑化推進重点地区は様々な主体の連携と工夫により持続的な緑化を促進し、風格のある

川崎の顔づくりに努めます。（緑の都市拠点）

○幸区の中心となる新川崎の緑のまちなみの形成
・新川崎・鹿島田駅周辺地区（緑化推進重点地区候補地）における緑化推進重点地区計画の策定を市民や

事業者との協働により進めます。（緑の都市拠点）

●エリアでの展開
○河川に沿った緑のまちなみ形成
・「鶴見川流域水マスタープラン」と連携し、鶴見川、矢上川の河川環境の向上に努めます。

・ヒートアイランド対策と景観向上を目的として鶴見川、矢上川、小倉緑道に沿った「風の道」を形成す

るため、地域ぐるみによる緑化を促進します。

○緑のストックを活かした緑と水のネットワークの形成
・「緑の拠点」である夢見ヶ崎公園、御幸公園の周辺地域、身近な生活拠点である近隣公園、幹線道路、

河川などの周辺地域において、地域ぐるみによる緑化を促進します。

・加瀬山周辺の歴史資源、身近な緑の保全や自然環境等を活かした散策路の設定などにより、緑と水の

ネットワーク向上に努めます。

・二ヶ領用水の親水化や下平間、鹿島田周辺地域の町田堀水路敷の有効活用と環境整備を進め、地域の憩

いの場の確保に努めます。

・道路整備の進捗にあわせながら、街路樹の拡充に努めます。

・公共公益施設の緑化推進に努めます。
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○幸区の特性に応じた緑による景観の向上
・景観法による景観計画との連携を図ります。

・都市景観形成地区等の景観の向上に配慮した緑化誘導に努めます。

○市民協働による地域ぐるみの緑化推進
・地域緑化の促進にあたっては、地域緑化推進地区の認定などを活用し、緑と水のネットワークの向上に

努めます。

・身近な公園緑地においては、公園管理運営協議会の立ち上げを促進し、地域主体の公園管理運営を目指

します。

・生垣緑化、駐車場緑化、屋上緑化、壁面緑化、事業所緑化など民有地緑化を支援します。

・「みどりの事業所推進協議会」の加盟拡大により事業所緑化の促進に努めます。
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図 4－6 幸区施策の展開
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盧 区の概況
・中原区は、市の中心部に位置し、北部から南東部

にかけて多摩川に接しており、多摩丘陵の最東端

に位置し、多摩川によって形成された沖積平野の

平坦地で形成されています。

・南西部から南部にかけて江川、矢上川が区内を流

れています。

・土地利用※1は、住宅系の割合が最も高く区面積の39％となっています。

・自然的環境の分布における樹木の集団は、2.6％となっています。

・中原区では、都市化の進行に伴う、ヒートアイランド現象が発生し、臨海部及び北部地域等に比べ夏期

の気温が高い状況となっています。

盪 緑の現況と課題
・小杉地区は、JR南武線と東急東横線・目黒線が乗り入れているほか、平成21年にはJR横須賀線武蔵

小杉新駅の開業が予定されており、重要な交通結節点とされています。そのため、にぎわいのあるまち

をめざす「広域拠点」にふさわしい緑の景観に配慮した等々力緑地の再整備、街路をはじめとした公共

空間の緑化などが必要となっています。

・井田山周辺は、中原区唯一の丘陵地が残されていますが、近年、斜面地にマンションが建設されるなど

緑が減少しつつあります。このため、「多摩川崖線軸」を構成する井田山周辺の樹林地の保全と住宅地

の緑化推進を図り、緑の連続性を維持・回復する必要があります。

・等々力緑地と多摩川緑地は、交通量の多い多摩沿線道路により分断されており、気軽に往き来すること

が困難になっているため、アクセスの改善が課題となっています。

・二ヶ領用水、江川、渋川等の水辺空間の環境や景観を活かした緑と水のまちづくりが望まれています。

・等々力緑地などの大規模な公園緑地や井田山周辺のまとまった緑が、社寺林の保全、街路樹や河川の地

域緑化の促進などにより、ネットワーク化していくことが望まれています。

・中原区では、「パンジー」が区の花に制定されていることからもわかるように、小田中地区における花

き栽培が盛んであり、品質面等の評価が高いことから「かながわブランド」、「かわさき農産物ブランド」

にも認定されています。また、昔、果樹栽培が盛んに行われており、多摩川桃が有名でした。こうした

地域の資源をまちづくりに活かしていくことが望まれています。

・二ヶ領用水の上小田中地区と宮内地区間においては、桃並木があり、昔ながらの風情ある水辺空間が形

成されており、市民による維持管理活動が展開されています。こうしたことから、多摩川の桜並木や

二ヶ領用水、渋川沿いの桜並木・桃並木を有効に活用し、うるおいのある景観づくりを進めることが、

中原区のまちづくりに求められています。
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縱 中原区

※ 1 土地利用は2001（平成13）年都市計画基礎調査のデータを使用している。
※ 2 人口、面積は2007（平成19）年のデータを使用している。
※ 3 自然的環境の分布は2006（平成18）年1月1日の空中写真より判読したデータを使用している。



蘯 緑の方針
中原区における緑の保全・創出・育成の方針は次のとおりとします。
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図 4－7　中原区緑の現況

0 1km0.5

図 4－8　中原区緑施策の方針

0 1km0.5



盻 施策の展開
緑の方針に基づく施策の展開を次のとおり示します。
●みどり軸での展開
○多摩川崖線軸をつなげる緑の保全と創出
・多摩川崖線軸をつなげるために、樹林地の保全や緑化の推進に努めます。

・緑化施策は、開発行為等による緑化指導をはじめ、地域緑化推進地区の認定などに取り組み、地域ぐる

みによる緑化を促進します。

○多摩川の保全と活用
・「多摩川プラン」の重点エリアである「等々力・丸子橋周辺エリア」、「上平間・古市場周辺エリア」に

おいて、「とどろき水辺の学校」との連携や利用者のニーズに配慮した運動施設の再配置、調布堰を利

用した魚類の遡上観察、丸子の渡し場の伝承、アメニティ施設の充実、ガス橋下の有効利用などに取り

組みます。

・多摩川高規格堤防（スーパー堤防）整備と連携しながら市街地（等々力緑地）からの多摩川アクセスの

改善に努めます。

●みどり拠点での展開
○緑の拠点をはじめとした公園緑地の整備推進
・等々力緑地の整備を推進します。（緑の拠点）

・中原平和公園の機能の充実を図ります。（緑の拠点）

・歩いていける身近な公園緑地の整備に努めます。

・公園緑地の機能向上のため維持管理の充実に取り組みます。

○緑の都市拠点にふさわしい緑のまちなみ形成
・小杉地区緑化推進重点地区は様々な主体の連携と工夫により緑化を促進するとともに、土地利用の再編

機会を捉えながら効果的な緑の創出、誘導に努めます。（緑の都市拠点）

●エリアでの展開
○河川に沿った緑のまちなみ形成
・ヒートアイランド対策、緑と水のネットワーク形成や地域の景観向上を目的として二ヶ領用水､江川､渋

川､矢上川に沿った地域ぐるみによる緑化を促進します。

・「鶴見川流域水マスタープラン」と連携した河川環境の向上に努めます。

○緑のストックを活かした緑と水のネットワークの形成
・「緑の拠点」である等々力緑地、中原平和公園の周辺地域、身近な生活拠点である近隣公園（平間公園）、

幹線道路、河川などの周辺地域において、地域ぐるみによる緑化を促進し、緑と水のネットワークの向

上に努めます。

・地域緑化の促進にあたっては、二ヶ領用水や渋川沿い、多摩川の堤防沿いにある桜並木や桃並木を活か

します。

・区内に点在する屋敷林や社寺林などは、地権者の理解と協力を得ながら保全に努めます。

・二ヶ領用水や中原街道、川崎七福神などの歴史的資源を活かした散策路の設定などにより、緑と水の

ネットワークの向上に努めます。

・道路整備の進捗にあわせながら、街路樹の拡充に努めます。

・公共公益施設の緑化推進に努めます。
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○農地の保全と活用
・良好な都市環境を形成している一団の良好な農地は、生産緑地地区に指定し、保全に努めます。
○中原区の特性に応じた緑による景観の向上
・地域の資源であるパンジー畑や、多摩川、二ヶ領用水、渋川沿いの桜並木や桃並木を活かした景観の向
上に努めます。

・景観法による景観計画との連携を図ります。
・都市景観形成地区等の景観の向上に配慮した緑化誘導に努めます。
○市民協働による地域ぐるみの緑化推進
・地域緑化の促進にあたっては、地域緑化推進地区の認定などを活用し、緑と水のネットワークの向上に
努めます。

・駅前空間や商店街における花を活用したガーデニング等、住民の主体的な民有地緑化の活動を支援します。
・身近な公園緑地においては、公園管理運営協議会の立ち上げを促進し、地域主体の公園管理運営を目指
します。

・保全緑地における市民協働による植生管理等の推進を図ります。
・生垣緑化、駐車場緑化、屋上緑化、壁面緑化、事業所緑化など民有地緑化を支援します。
・「みどりの事業所推進協議会」の加盟拡大により事業所緑化の促進に努めます。
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図 4－9　中原区施策の展開

0 1km0.5



盧 区の概況
・高津区は、市のほぼ中央に位置し北西部から北東

部にかけて多摩川に接しています。

・区域は、多摩川沿いの沖積低地と、多摩丘陵の東

端部の丘陵地で形成されています。

・土地利用※1は、住宅系の割合が最も高く、区面積

の35％となっています。

・自然的環境の分布における樹木の集団は、6.2％となっています。

盪 緑の現況と課題
・多摩川河川敷の広がりのある空間は、市民の憩いの場であるとともに、避難場所として防災上重要な役

割を持っています。また、運動施設やサイクリングコースとしても多くの市民に利用されています。

・矢上川、有馬川は、直接的に市民が水辺に親しめる環境とはいえませんが、中原区との区界を流れる江

川は暗きょ化し、下水の高度処理水を活用した親水緑道として整備され、市民に親しまれる空間となっ

ています。

・二ヶ領用水本川､平瀬川、有馬川、矢上川、江川等の水辺空間の環境や景観を活かした緑のまちづくり

が望まれています。

・大規模な市街地の再編が行われている高津・溝口地区では、周辺の自然環境を活かし、新総合計画に位

置づけられている「地域生活拠点」にふさわしい緑化の推進が必要です。

・「多摩川崖線軸」の樹林地は、市域の骨格的な緑の軸であり高津区を特徴づける貴重な財産です。近年

は、地権者の高齢化や土地利用の進展などにより、樹林地が減少しており、崖線の緑の連続性の確保が

課題となっています。

・「多摩川崖線軸」には、「緑の拠点」として緑ヶ丘霊園、東高根森林公園、橘特別緑地保全地区が存在

していますが、軸の緑をつなげるためには周辺地域である久地、津田山、久本、末長、久末、蟹ヶ谷に

おいても、樹林地の保全や地域ぐるみによる緑化の取り組みが望まれています。

・新作小学校周辺や久末小学校周辺には、市街化調整区域のまとまった農地が広がり、野菜の生産を中心

とした都市農業の拠点となっているため、今後も持続的な農地の保全が望まれています。

・緑と水の豊かな自然環境を保全し、その魅力を高めるため、多摩川崖線、橘樹郡衙（たちばなぐんが）

推定地、久地の円筒分水、子母口貝塚など、遺跡、文化財、寺社等の歴史的資源をめぐる散策路の設定

も望まれています。
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縟 高津区

※ 1 土地利用は2001（平成13）年都市計画基礎調査のデータを使用している。
※ 2 人口、面積は2007（平成19）年のデータを使用している。
※ 3 自然的環境の分布は2006（平成18）年1月1日の空中写真より判読したデータを使用している。



蘯 緑の方針
高津区における緑の保全・創出・育成の方針は次のとおりとします。
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図 4－10　高津区緑の現況

0 1km0.5

図 4－11　高津区緑の方針

0 1km0.5



盻 施策の展開
緑の方針に基づく施策の展開を次のとおり示します。
●みどり軸での展開
○多摩川崖線軸をつなげる緑の保全と創出
・ ｢多摩川崖線軸｣をつなげるために、地権者の理解と協力を得ながら緑地保全施策の推進に努めます。

・地域との協働による地域緑化推進地区の認定や緑化助成制度を活用した民有地緑化などを促進し、緑の

つながりの再生に努めます。

・丘陵地の谷戸に残された湧水地は、その保全に向けた普及啓発を進めていくとともに、緑地保全施策や

公園緑地の整備と併せながら、その保全に努めます。

○多摩川の保全と活用
・「多摩川プラン」の重点エリアである「二子橋周辺エリア」において、平瀬川浄化施設の浄化水の活用

による河原の復権やアメニティ施設の充実、運動施設等の利用ルールのあり方の検討、鮎の産卵床づく

りなどに取り組みます。

●みどり拠点での展開
○緑の拠点をはじめとした公園緑地の整備推進
・緑ヶ丘霊園の整備を推進します。（緑の拠点）

・市民協働により、橘特別緑地保全地区の適切な保全管理を図ります。（緑の拠点）

・歩いていける身近な公園緑地の整備に努めます。

・公園緑地の機能向上のため維持管理の充実に取り組みます。

○緑の都市拠点にふさわしい緑のまちなみ形成
・溝口駅周辺地区（緑化推進重点地区候補地）における緑化推進重点地区計画の策定を市民や事業者との

協働により進めます。

●エリアでの展開
○河川に沿った緑のまちなみ形成
・緑と水のネットワーク形成と地域の景観向上を目的として、二ヶ領用水本川､平瀬川、有馬川、矢上川、

江川に沿った地域ぐるみによる緑化を促進します。

・「鶴見川流域水マスタープラン」と連携した河川環境の向上に努めます。

○緑のストックを活かした緑と水のネットワークの形成
・緑の拠点である緑ヶ丘霊園、東高根森林公園等の周辺地域、身近な生活拠点である近隣公園（橘公園、

春日台公園、梶ヶ谷第1公園）、幹線道路、河川などの周辺地域において、地域ぐるみによる緑化を促

進し、緑と水のネットワークの向上に努めます。

・二ヶ領用水久地円筒分水、大山街道、奈良時代の役所である橘樹郡衙推定地などの歴史的資源を活用し、

平瀬川、矢上川、有馬川の河川とその周辺に点在する社寺や優れた景観を有する地域について、「川崎

ふるさとの小径」の設定などにより回遊性の向上に努めます。

・道路整備の進捗にあわせながら、街路樹の拡充に努めます。

・公共公益施設の緑化推進に努めます。
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○農地の保全と活用
・良好な都市環境を形成している一団の良好な農地は、生産緑地地区に指定し、保全に努めます。
・久末地区は農業振興施策と緑地保全施策の連携により、農ある風景の継承に努めます。
・農地の保全・活用を進めるために、農家が開設し、自ら指導を行う体験型農園などの普及に取り組みます。
○高津区の特徴に応じた緑による景観の向上
・多摩川崖線のつらなりや多摩川、二ヶ領用水周辺を活かした景観の向上を図ります。
・景観法による景観計画との連携を図ります。
・都市景観形成地区等の景観の向上に配慮した緑化誘導に努めます。
○市民協働による地域ぐるみの緑化推進
・地域緑化の促進にあたっては、地域緑化推進地区の認定などを活用し、緑と水のネットワークの向上に
努めます。

・身近な公園緑地においては、公園管理運営協議会の立ち上げを促進し、地域主体の公園管理運営を目指
します。

・保全緑地における市民協働による植生管理等の推進を図ります。
・生垣緑化、駐車場緑化、屋上緑化、壁面緑化、事業所緑化など民有地緑化を支援します。
・「たかつ花街道」づくりを進めます。
・「みどりの事業所推進協議会」の加盟拡大により事業所緑化の促進に努めます。
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図 4－12 高津区施策の展開

0 1km0.5




