
盧 区の概況
・宮前区は、市の北西部に位置し、尾根線と谷戸が

入り込んだ豊かな自然環境や景観が残されてきま

した。

・谷を流れる平瀬川、平瀬川支川、矢上川、有馬川

に沿って街が形成されています。

・区域の外周部を囲む丘陵地の斜面にはまとまった樹林地が残されています。

・土地利用※1は、住宅系の割合が最も高く、区面積の49％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、9.3％となっています。

盪 緑の現況と課題
・区内を流れる平瀬川、平瀬川支川、矢上川、有馬川の4河川は、かつては市民の生活に密着した存在で

したが、市街化の進行などにより、市民の日常生活との関わりがなくなりつつあります。河川は治水に

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であることから、市民にとっ

て安全で快適な河川環境整備が求められています。

・東名川崎インターチェンジ周辺は、川崎市の北の玄関口としてふさわしい景観づくりが求められていま

す。

・多摩川崖線の樹林地や野川周辺に点在する緑地郡は宅地化の進行により、減少傾向となっていますが、

多様な動植物の生息・生育空間であり、市民が自然とふれあう場や都市気象の緩和や景観形成など、多

面的な機能を有していることから、その保全が望まれています。

・多摩川崖線軸の連続性を維持するために、緑地保全以外にも地域ぐるみによる緑化の促進が必要となっ

ています。

・緑と水のネットワークの向上にあたっては、地域の実情に応じて、河川改修の機会を捉えた親水空間の

整備や道路の緑化に努める必要があります。

・農地や緑地、歴史的な資源を活かした景観形成が必要です。
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縉 宮前区

※ 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
宮前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。

第4章 区別方針

163

図 4－13 宮前区緑の現況

0 1km0.5

図 4－14　宮前区緑の方針

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
○野川緑地群の保全
・野川地区周辺に点在する樹林地については、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。

・丘陵地の谷戸に残された湧水地等は、その保全に向けた普及啓発を進めるとともに、緑地保全施策や公

園緑地整備などと併せながら、その保全に努めます。

●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
・生田緑地、菅生緑地の整備を推進します。（緑の拠点）

・歩いていける身近な公園の整備に努めます。

・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
・宮前平・鷺沼駅周辺地区（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、平瀬川、矢上川、有馬川、平瀬川支川に

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。多摩川水系である平瀬川につ

いては、平瀬川流域協議会等との連携により河川改修の機会を捉えながら、治水による安全度の向上と

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
・緑の拠点である生田緑地、菅生緑地等の周辺地域、身近な生活拠点である近隣公園（宮崎第1公園、宮

崎第4公園、有馬ふるさと公園、鷺沼公園、宮前美しの森公園、西長沢公園）、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形成に努めます。

・東名川崎インターチェンジ周辺は、川崎市の北の玄関として地域住民や事業者と協働し、緑による景観

形成に努めてまいります。

・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。

○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。

・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。

○宮前区の特性に応じた緑による景観の向上
・ゆるやかな丘陵地を活かした地域ぐるみによる緑化を促進し、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。
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○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。

・「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 4－15 宮前区施策の展開
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盧 区の概況
・多摩区は、市の北西部に位置し、多摩川沿いの沖

積低地と多摩川丘陵で形成されています。

・多摩川の低地には、農業用水等に利用されてきた

二ヶ領用水が流れており、区域を南東部から北西

部にかけて横断しています。

・土地利用※1は、住宅系土地利用の割合が最も高く、

区面積の38％となっています。

盪 緑の現況と課題
・多摩区は多摩川に接し、市街地を三沢川や五反田川等の支川や二ヶ領用水等の用水が流れる水が豊かな

区です。

・多摩川は、生き物の生息地であると同時に、市民の憩いの場として活用されていますが、多摩川と市街

地のつながりを高め、市民が気軽に河川敷にアクセスができるアプローチの改善が望まれています。

・三沢川、五反田川、旧三沢川、山下川、二ヶ領本川、二ヶ領用水（上河原線）、二ヶ領用水（宿河原線）、

平瀬川支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。

・多摩川崖線軸の樹林地は、区の骨格を形成する緑地となっていますが、地権者の高齢化や土地利用の進

展により減少傾向となっており、今後も、その保全が望まれています。

・多摩川崖線軸の樹林地の連続性を維持するためには、軸を構成する緑の拠点である生田緑地、東生田緑

地等の整備や地域ぐるみによる緑化の促進が必要となっています。

・土地区画整理事業が行われている登戸地区では、土地利用の再編に伴い効果的な緑化の推進が望まれて

います。

・農地については、宅地化が進んでいますが、都市における「農」の多面的な機能・役割に着目しながら

持続的な保全が望まれています。

・多摩川崖線軸や多摩川軸、二ヶ領用水等の自然的環境資源を活かした街なみ景観の向上が望まれていま

す。

第4章 区別方針

166

縋 多摩区

※ 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
多摩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 4－17 多摩区緑の方針

0 1km0.5

図 4－16 多摩区緑の現況
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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
○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、つな

がりのある緑の保全、創出、育成に努めます。

・丘陵地の谷戸に残された湧水地は、その保全にむけた普及啓発を進めるとともに、緑地保全や公園緑地

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
・「川崎市多摩川プラン」の重点エリアである「稲田公園周辺エリア」、「二ヶ領せせらぎ館周辺エリア」

においては、川辺へのアプローチの改善、堤防工事に併せた歩行動線の確保、NPO法人多摩川エコ

ミュージアムと連携した二ヶ領せせらぎ館の充実、稲田公園の整備と併せた多摩川へのアクセスの向上

等に取り組みます。

●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
・生田緑地、稲田公園の整備を推進します。（緑の拠点）

・宿河原公園（川崎市緑化センター）、川崎市フルーツパークの機能充実に努めます。（緑の拠点）

・市民協働により保全緑地の適切な保全管理を図ります。[菅北浦緑地、東生田緑地、小沢城址特別緑地

保全地区、多摩特別緑地保全地区]（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
・向ヶ丘遊園駅周辺・登戸地区（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、三沢川、五反田川、旧三沢川、山下川、

二ヶ領本川、二ヶ領用水（上河原線、宿河原線）、平瀬川支川に沿った地域ぐるみによる緑化を促進し

ます。

・平瀬川上流部については、市民協働による川づくりに取り組みます。

○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」である生田緑地、東生田緑地、小沢城址特別緑地保全地区等の周辺地域、「みどり軸」で

ある多摩川崖線、身近な生活拠点である近隣公園（西菅公園、稲田公園、三田第1公園、宿河原公園）、

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。

・生田緑地、多摩川、二ヶ領用水、津久井道などの多摩区を特徴づける環境資源を活かした回遊性のある

「川崎ふるさとの小径」の設定に努め、緑と水のネットワークの充実を目指します。

・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
・良好な都市環境の形成に資す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。

・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。

○多摩区の特性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。

・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。
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図 4－18　多摩区施策の展開
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盧 区の概況
・麻生区は、市の北西部に位置し、多摩丘陵の一角

を形成し、谷戸が丘陵の奥まで入り込んだ地形と

なっています。

・区全体が尾根線によって囲まれ、独立性の高い環

境を形成しています。

・黒川、岡上、早野地区の市街化調整区域にはまと

まった山林や農地が多く存在しますが、市街地にも多数の農地が分布しています。

・土地利用※1は、住宅系土地利用の割合が最も高く、区面積の33％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、17.1％となっています。

盪 緑の現況と課題
・鶴見川水系の鶴見川、麻生川、片平川、真福寺川、早野川、真光寺川や多摩川水系の平瀬川支川、五反

田川、三沢川の特徴を活かしながら、市民に親しまれる河川づくりを進め、沿川の住宅地の街なみ景観

と一体となった環境整備が望まれています。

・麻生川沿いの桜は、地域の自然的環境資源として人々に親しまれていることから、楽しみながら散策で

きる空間づくりが望まれています。

・緑化推進重点地区に設定されている新百合丘地区は、新百合ヶ丘駅を中心に商業、情報、文化など都市

機能が集積しているだけでなく、万福寺土地区画整理事業や「しんゆり・芸術のまち推進事業」が進め

られていることから、こうした取り組みと連動した緑のまちづくりが望まれています。

・多摩丘陵の保全にむけ、農業施策と緑地保全施策の連携が必要となっています。

・多摩丘陵軸を構成する早野聖地公園、王禅寺ふるさと公園等の「緑の拠点」の整備と機能の充実が必要

となっています。

・緑と水のネットワークの向上にあたっては、地域の実情に応じて河川改修の機会を捉えた親水空間の整

備や道路等の緑化に努める必要があります。

・黒川、岡上、早野地区の農業振興地域は、「緑と農の3大拠点」として、優良な農地の保全とともに、

生物多様性の保全や環境学習の場の確保などの観点から、まとまりのある樹林地と谷戸に介在する農地

の一体的な保全に努め、里地・里山環境の保全と「農ある風景」の継承が求められています。
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縢 麻生区

※ 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
麻生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 4－19 麻生区緑の現況
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図 4－20 麻生区緑の方針
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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
○多摩丘陵軸をつなげる緑地の保全と創出
・多摩丘陵のつながりを確保するために、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。

・地域との協働により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や三沢川などの源流域となる樹林地は、その保全にむけた普及啓発を進

めるとともに、緑地保全施策や公園緑地整備と併せながら、その保全に努めます。

●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
・早野聖地公園の整備推進を図るとともに、王禅寺ふるさと公園の管理の充実に努めます。

・市民協働により、黒川よこみね特別緑地保全地区等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
・新百合丘地区緑化推進重点地区は、様々な主体との連携と工夫により持続的な緑化の推進に努め、緑豊

かな芸術のまちづくりを目指します。（緑の都市拠点）

○「農ある風景」の継承
・里地・里山の景観が残された「緑と農の3大拠点」（黒川、岡上、早野地区）においては、緑地保全、

農地保全、農業振興などの施策間連携により「農ある風景」の継承に取り組みます。

●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、鶴見川、早野川、片平川､麻生川､真光寺

川、真福寺川､五反田川、平瀬川支川、三沢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」との連携を図りながら、河川環境の改善に努めます。

○緑のストックを活かした緑と水のネットワークの形成
・緑の拠点である早野聖地公園、王禅寺ふるさと公園、黒川よこみね特別緑地保全地区等の周辺地域、身

近な生活拠点となる近隣公園（片平公園、とんび池公園、山口白山公園、万福寺檜山公園、百合丘第3

公園、王禅寺公園、向原の森公園、黒川ヤツ公園、虹ヶ丘公園、化粧面谷公園、むじなが池公園）、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。

・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
・良好な都市環境の形成に資す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。
・市街化調整区域に存在する良好な農地の保全に努めます。
・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。

○麻生区の特性に応じた緑による景観の向上
・多摩丘陵の緑や農ある風景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。

・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。
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図 4－21 麻生区施策の展開
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コラムコラム

【中原区ヒートアイランド対策事業 緑のカーテン】
中原区役所では、室内の直射日光を防ぎ、緑の景観を創出するとともに、区

内へ広く啓発するため、平成19年度協働推進事業において、区役所1階ロビー
南側・西側のガラス面に、ゴーヤー、きゅうり、あさがおを育てました。
平成20年度は、協働推進事業「ヒートアイランド対策事業」を予定しています。これは、平成19
年度に開催した中原区区民会議にて「地域で取り組む環境対策」について議論したことをふま
え、地域での実践のひとつとして、区内にゴーヤーの緑のカーテンを広めるものです。栽培を希望
する団体を募集し、種やプランター、育て方リーフレットなどを配布する予定です。このほか、区
内保育園、子ども文化センターなどにも参加を呼びかけていきます。

【東扇島東公園紹介】
東扇島東公園は国の基幹的広域防災拠点として整備が進められ、2008年の春に開園したばか
りの施設です。首都圏での地震による大災害時には、海外支援物資やスタッフの受け入れ地、救
援物資中継地点、活動スタッフのキャンプ地としての役割を担います。
平常時には港における貴重な緑地として市民に開放されます。園内には生き物に触れ合うこと
や磯遊びができる人工海浜（市内初）、多目的に使える広場、家族や友人と楽しむことができる
バーベキュー広場、わんわん広場（ドックラン）などが作られています。

《施設一覧》
芝生広場、バーベキュー
広場、潮入の池、潮風の
デッキ、憩いの丘、わん
わん広場、多目的広場、
人工海浜（かわさきの
浜）、みさき広場、ち
びっこ広場、丘の休憩
所、なぎさの休憩所、駐
車場、トイレ

種から育てました
ゴーヤーの花

大きく育ったゴーヤー




