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第6章 川崎市の生物多様性保全施策のあり方 
 

基本理念の実現に向け、総合的に生物多様性の保全の取組を推進するためには、体系的

に施策を関連づけ、柱となる施策を設定して取り組んでいく必要がある。 
 留意点として、こうした施策を全市一律に実施するのではなく、将来ビジョンに即して

地域ごとに適切な施策を連携させて推進していくべきであることを挙げておく。 

１ 柱となる施策のあり方 

川崎市全体における生物多様性の保全の取組を推進するため、地域戦略の中で３つの

基本方針ごとに、基本理念に基づき施策別取組方針を設けて施策を体系的に整理し、関

連づけるとともに、特に取り組むべき事項を柱となる施策として示す（図 6-1）。 

       基本方針                施策別取組方針 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 6-1 生物多様性の保全に向けて柱となる取組の概念図 

ア 「広める」 人と生き物とのかかわり方への理解や

生物多様性の保全、環境配慮意識を広める取組

イ 「育む」 生物多様性の保全に取り組む人材を育む

取組 

ア 「集める」 生物多様性に関する様々な情報を集め

る取組 

イ 「伝える」 生物多様性に関する様々な情報をわか

りやすく伝える取組 

基本方針Ⅰ 
“人と生き物をつなげる” 
 

生物多様性への認識や環境に配慮し

たライフスタイルを広め、積極的に

活動を実践する人材を育み、市民、

事業者等と協働して生物多様性の保

全に取り組む

基本方針Ⅲ 
“情報をつなげる” 
 
生物多様性の保全に関する様々な情

報を集め、誰もが利活用できるよう

にするとともに、広く伝えていく 
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ア 「守る」 生き物の生息・生育の拠点となる緑や水

を守る取組 

ウ 「創る」 まちなかに生き物の生息・生育の拠点を

創る取組 

イ 「つなぐ」 生き物の生息・生育環境をつなぐ取組

 
 
基本方針Ⅱ 
“生き物をつなげる” 
 
多様な緑や水等の自然環境を、生き

物の視点で生息･生育環境となる空

間を守り、つなげて質を高め、さら

に創り出していき、人・生き物にや

さしいまちづくりに取り組む 
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（１）基本方針Ⅰ“人と生き物をつなげる” 

多くの人が、人と生き物とのかかわり方について理解を深め、環境に配慮したライフ

スタイルの浸透とともに、多様な主体が連携して積極的に生き物にかかわる活動に参加

する等の取組が必要である。 

このために生物多様性の保全への認識や配慮意識、活動の輪を「広める」取組や、次

世代に引き継いでいくため積極的に活動を実践する人材を「育む」取組を推進するべき

である。 

 

ア 「広める」 人と生き物とのかかわり方への理解や生物多様性の保全、環境配慮

意識を広める取組 

生物多様性は、自然の恵みという形で都市の活動や生活を支えている。その保全に

向けて、自然の恵みを享受していることへの感謝と、配慮の意識を浸透させていくた

め、地球温暖化対策や資源循環への取組、そして生物多様性の保全等、環境保全に関

する様々な機会を捉えた普及啓発や広報、人と動物との共生に向けた動物愛護の呼び

かけ等のほか、市民農園による農体験や自然観察会等の身近な自然にふれる機会等を

通じて、生物多様性の本来の意味や人と生き物とのかかわり方について一人ひとりの

理解を促す必要がある。 

そして、意識を広めるだけでなく、日常からの環境配慮を促す「CC かわさきエコ暮

らし」への参画や、環境への負荷の低減から市内の農地保全にもつながる「地産地消」

の取組等への関心を高め、行動の実践につなげていくことが大切である。 

また、川崎市には、環境保全に向けた活発な市民活動、事業者による取組が展開さ

れているが、地域によって生物多様性の基盤となる環境に違いがあり、取組の内容も

異なっている。そこで、地域ごとの特性を踏まえ、市民、事業者等の各主体のそれぞ

れの活動目的に合わせて生物多様性に対する配慮や行動を広めるため、同じ地域での

活動における主体間の連携の促進や活動のガイドラインづくり、既存の助成制度や表

彰、顕彰制度等を活用する等、活動や取組への支援を図る必要がある。 

こうした、様々な普及啓発の展開により、人と生き物とのかかわり方の理解を深め、

に生物多様性の保全に向けて、日常のあらゆる場面において環境に配慮したライフス

タイルを促進する必要がある。 

 

■生物多様性に配慮したライフスタイルの促進 

 

 

 

 

 

■様々な機会を捉えた普及啓発により、自然の恵みを支える生物多様性への配慮意識を

広め、環境に配慮したライフスタイルを促進する。 
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イ 「育む」 生物多様性の保全に取り組む人材を育む取組 

生物多様性の問題については、現在の私たちの暮らしが市域内外の“自然の恵み”

に支えられていることを十分に認識し、川崎市域の生物多様性の保全だけでなく、資

源循環や気候変動等を含む地球規模の環境問題として捉える必要があり、市民、事業

者、行政等、あらゆる主体による取組が必要である。自然と共生する社会の実現を目

指して、様々な機会を通じて人と環境とのかかわりを学び、よりよい環境の保全と創

造のために主体的に行動できる人を育成する環境教育・環境学習や、“自然の恵み”を

実感しやすい「食」を通した食育等の取組を推進する必要がある。 

とりわけ、次世代を担う子どもたちが、環境への配慮意識を醸成するうえでも、小

学校等での環境に関する理解を深める副読本等教材の提供や出前授業等の環境学習を

推進するほか、身近な自然とのふれあい、遊び等を通じて生物多様性を学べるような

環境教育や、自然とのかかわりについて理解を深める環境学習等の充実を図る必要が

ある。そして、さらに農体験や食育等、親子で参加するイベントや事業者による環境

学習の取組等を活用して、地域、学校、家庭、そして職場等の様々な場面での環境学

習につながっていくような働きかけも検討する必要がある。 

また、生物多様性の保全に向けて、現在も緑地保全や緑化推進等、様々な形で市民、

事業者等の環境保全の活動や取組が実践されているが、こうした活動を将来にわたっ

て継続していくためには、積極的に活動に取り組む人材の育成も必要であり、さらに、

これまでの環境保全活動に加えて、地域の農業を継承する人材、地域における自然と

人とのかかわりを伝える人材や、生き物に関する調査等を実践、指導する人材等も含

めて、生物多様性の保全に積極的に取り組む人材を育成していく必要がある。 

 

■生多様性を学び、ふれる、場づくり、人づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子どもたちに向けた環境教育・環境学習の推進や、地域で生物多様性の保全に積極的

に取り組む人材を育成する。 
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（２）基本方針Ⅱ“生き物をつなげる” 

川崎市では、これまでも地球温暖化をはじめとした様々な環境問題に対し、環境対策

や緑の保全、創出、育成等に取り組んでいるが、生物多様性の保全の面からは、地域特

性を踏まえて自然的環境の量・質・連続性の維持向上の考え方を、これまでの様々な環

境保全の取組に取り入れて、生き物の生息・生育環境をつなげていくことが重要である。

生き物の生息・生育環境としては、規模の大きさが重要であることはいうまでもないが、

川崎市のような自然環境においては、適切に管理、利活用の調和を図って、質を高める

取組を推進することや、周囲から孤立したような樹林地、農地等も広域的な視点では、

生き物の移動の中継点となる等重要な意味を持つことから、積極的に保全していくこと

が望ましい。 

人・生き物にやさしいまちづくりのために、多様な緑や水等の自然環境を生き物の視

点で捉え、生き物の生息・生育環境を「守る」取組、広域的な視点で「つなぐ」取組、

生き物の生息・生育環境となる空間を「創る」取組を推進するべきである。 

 

ア 「守る」 生き物の生息・生育の拠点となる緑や水を守る取組 

   地球規模で生物多様性の劣化が危惧される中、川崎市においてこれまで取り組まれ

てきた地球温暖化対策や資源循環の取組等、地球環境を守る取組のさらなる推進とと

もに、地域の生き物の生息・生育環境を守る取組を一体的に推進していくことが重要

である。都市化の進んだ川崎市において、北西部に存する丘陵地の生態系エリアには、

まとまりのある農地や樹林地等があり、農業振興地域を含む黒川、岡上、早野地区や

生田緑地等は、農地、樹林地と調整池や湧水地、小河川等の水辺とのつながりにより、

豊かな生物多様性を育む重要な拠点となっている。また、周囲から孤立したような場

所についても、貴重な生き物の生息・生育環境であると同時に拠点間の飛び石的な中

継点として重要な意味を持っており、市街地に点在するように残されている小規模な

緑地や農地等も積極的に保全する取組が必要である。そして、丘陵から海域までつな

がる多摩川は川崎市にとって重要な緑と水の自然環境である。 

   こうした自然環境を背景とした生き物の生息・生育の拠点を守るため、既存の緑地

評価制度の活用による樹林地等を保全するための仕組みの充実や、環境影響評価制度

による環境配慮の促進、農地が維持されるための市内農業のさらなる振興と併せた生

産緑地地区の指定や環境保全型農業の推進、「生田緑地ビジョン」による生田緑地の保

全や「多摩川プラン」による多摩川の保全等、地域の環境向上を図る施策の推進とと

もに、これらの取組をさらに市域全体に広げるため、各地の自然環境や地域特性を踏

まえた植生の管理等市民と協働した取組の推進策を検討していく必要がある。 

 

 

 

 

■生き物の生息・生育の拠点となる農の３大拠点（黒川、岡上、早野）や生田緑地等の

農、樹林、水辺を保全する。 
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イ 「つなぐ」 生き物の生息・生育環境をつなぐ取組 

川崎市域の自然的環境を俯瞰してみると、多摩丘陵、多摩川、そして東京湾等、地

域を越えたつながりがある。生き物の生息・生育の広がりを維持、向上していくため

には、こうした広域的なつながりに着目し、丘陵地のまとまりある樹林地や農地、川

崎市の中央部に位置している多摩川崖線の連続した樹林地等を重点的に保全し、樹林

の適正な管理等により生き物の生息・生育拠点としての質を高めるとともに、こうし

た広域的な連続性を軸として、市域全体において、まとまりのある拠点と拠点の間に

位置する農地、樹林地、水辺地等を活かし、公園や公共施設の緑化地と、緑道や街路

樹、多自然川づくり等によってつなぎ、市街地の緑も取り込んだ網の目のような水と

緑のネットワークづくりによる環境整備が望まれる。 

このため、生き物の生息・生育の拠点間における連続性のある緑の保全、創出、育

成に積極的に取り組み、緑道や街路樹、遊歩道等の適切な維持管理や幹線道路の整備

に合わせた拡充推進、二ヶ領用水や市内河川、海域等の水辺環境の保全・再生の取組

推進等により、生き物の生息・生育や移動経路となる回廊としての質を高めて、生息・

生育環境をつなぐ取組を推進する必要がある。 

さらに、水循環といった大きな自然環境の健全なつながりの確保にも着目し、河川

環境保全等の取組の推進、良好な水環境保全に向けて地下水を保全するための雨水浸

透機能の回復や、湧水地保全の取組の充実を図る等、広域的な視点で生き物の生息・

生育環境をつないでいくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■街路樹や二ヶ領用水、河川等を活用して生き物の生息・生育環境の質を高めてつなぐ

水と緑のネットワークづくりに取り組む。 
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ウ 「創る」 まちなかに生き物の生息・生育の拠点を創る取組 

   都市的土地利用率が約 84 パーセントとなっている、日本でも有数の大都市である川

崎市では、市域全体でのエコロジカルネットワークを構築していくうえで、市街地に

おける生き物の生息・生育環境をいかに整えていくかが重要である。そのためには、

市域の中でも特に生き物の生息・生育の拠点が少ない低地の市街地の生態系エリアを

中心に、市民生活にとって身近にある公園等での樹林地の維持、創出等のほか、公共

施設等を中心に、屋上、壁面緑化等の技術を活用した環境配慮型の建築等、市街地で

のさらなる緑化の推進や、花や実のなる植栽等、生き物の生息・生育環境としての質

に着目した緑化地整備、総合的な緑化推進として実施している「市民 100 万本植樹運

動」の取組の推進等により、まちなかに生き物の生息・生育環境を創出する取組が望

まれる。 

   また、人にも生き物にもやさしいまちづくりに向けては、都市景観の向上も必要な

要素であり、とりわけ自然的環境が少なく、人工的な構造物が占める割合の多い都市

部や臨海部での生き物の生息・生育環境づくりにおいては、公園整備や環境配慮型建

築のほか市民生活にうるおいをもたらす住宅地の緑や街角の小スペースを利用した花

壇づくり等も重要な取組といえる。様々な場所を利活用し、最新の技術や手法等を用

いて、まちなかに多様な緑を創出していく取組を推進していくことが大切である。 

  そして、こうして創出されたまちなかの公園等や公共施設の緑化地、水辺地、そし

て街角の花壇等において、植栽の種類や土づくりの工夫等や、市民、事業者等との協

働による生き物に配慮した適切な維持管理を実施するとともに、重点的に緑化を図る

べき地区における計画的な緑化推進や「かわさき臨海の森づくり」緑化推進計画等に

よる臨海部の環境の向上を図る取組の推進等により、まちなかの生き物の生息・生育

の拠点となる緑を創出、育成していく取組を推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市街地の公園や公共施設等を中心に、屋上緑化等の技術の活用や生き物にとっての質

に着目して、まちなかの生き物の生息・生育の拠点となる緑を創出、育成する。
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（３）基本方針Ⅲ“情報をつなげる” 

生き物と環境の状態や活動の状況等、生物多様性に関する様々な情報を集約・共有化

し、利活用できるようにすることが必要である。 

 自然や生き物、人とのかかわりによって複雑に変化していく生物多様性を保全するた

めには、様々な情報を持って取組を進めていく必要がある。人と自然や生き物とのつな

がりを含めた暮らしの場、ふるさととしての姿を次世代に継承していくために、生物多

様性の保全に関する様々な情報や知見、活動における知識やノウハウ等を「集める」取

組を進める。また、集めた情報を多様な主体による取組につなげるために、誰もが活用

できるようにわかりやすく情報発信する等「伝える」取組を推進するべきである。 

 

ア 「集める」 生物多様性の保全に関する様々な情報を集める取組 

   生物多様性の状態を捉えていくために必要な情報としては、市域の自然環境に関す

る情報や生き物の情報のほか、地球温暖化などの気候変動や大気、水質等の地域環境

全般の情報、資源の循環に関する情報等、様々な情報が関係している。 

このうち生き物の状況に関しては、様々な要因により刻々と変化する部分があるこ

とから、計画的、長期的視点により情報を蓄積する基盤づくりの必要がある。特に生

き物の生息・生育の拠点となる場所については、一定程度の内容を確保した基本的な

調査を実施して、拠点としての現状把握に努め、今後の利活用を含めた保全活動にそ

の情報を基礎として反映していくことが望まれる。 

また、大都市である川崎市の生き物の状況を知るために、例えば、市民一人ひとり

から身近なところでの季節の変化や生き物の情報を集める取組や、市民、事業者等が

取り組んでいる緑地保全や緑化地の維持管理活動に伴う生き物の情報の収集等、市民、

事業者等と協働した仕組みも検討する必要がある。 

   その他、実際の活動が生物多様性にどのような影響を与えることになるか、必ずし

も明らかではないことから、保全された緑地の多様な自然環境の保全・再生に関する

研究、研究成果の有効活用、相互交流を進めるための大学連携や、生き物の性質を活

用した調査、研究機関や農業関連機関等と連携する等、多様な主体と連携した調査、

研究を通して生物多様性に関する新たな知見に対しても取り組んでいく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民参加による市内の身近な生き物の情報や市民活動における情報等、様々な情報を

集めるとともに、多様な主体と連携した調査、研究を推進する。 
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イ 「伝える」 生物多様性の保全に関する様々な情報を、わかりやすく伝える取組 

   生物多様性の保全に関しては、自然環境や生き物に関する情報だけでなく、“自然の

恵み”を持続的に利用していくための環境保全型の農業技術や、地域の景観や文化等、

幅広い分野に渡る様々な情報がかかわっている。こうした生物多様性の保全に関する

様々な情報を収集するだけでなく、集めた情報を誰でも利活用できるような仕組みづ

くりが大切である。 

そして、市内には、「CC かわさきエコ暮らし未来館」や「CC かわさきコーナー」等

の環境関連の普及啓発、環境教育・環境学習施設や、「かわさき宙
そら

と緑の科学館」や、

多摩川の「水辺の楽校
がっこう

」、国際的な動物の種の保存に取り組む「夢見ヶ崎動物公園」等、

各地に地域や自然に関する情報、地域活動やノウハウ等の情報を蓄積した施設が存在

しているが、これまではどこにどのような情報が収集されているかは必ずしも明確に

なっていなかった。今後は、これら施設を拠点として、蓄積された様々な情報を生物

多様性の観点で関連付け、共有化することにより、例えば、緑化地等の管理で害虫防

除を実施する際に、害虫の発生状況や、技術情報等の共有により必要最低限の極力環

境に負荷をかけないように実施したり、海域や河川での水質調査等様々な事業の中で

調査されている生き物や自然に関する情報を用いて、「川の生き物」や「川崎市の下水

道」、「川崎市の水道」等の冊子のように環境教育・環境学習に利活用していく等の様々

な取組や、多様な主体間の交流の場づくりによる情報交流の促進、そして多くの活動

の中でそうした情報が利活用できるようにしていく必要がある。 

また、情報の利活用に向けては、収集された情報をそのまま発信するのではなく、

主体別、地域別の情報整理や、類似した活動での先進的な事例等、各主体における活

動にプラスとなるような効果的でわかりやすい発信をしていくことに配慮することも

大切である。 

その他、生物多様性によって育まれてきた川崎市の地域文化や魅力を伝え、生物多

様性の保全に向けて的確な情報を提供する等、広く発信する取組を進める必要がある。 

 

■地域の拠点における情報のネットワークづくり 

 

 

 

 

 

■市内の自然や環境に関する情報が蓄積する拠点のネットワークづくりによって、生物

多様性に関する様々な情報をわかりやすく伝える。



 

53 

２ 施策推進に向けて 

 （１）各主体における役割について 

施策推進にあたっては、行政の施策において関連する部署の横断的な連携による施

策の推進が重要であるとともに、具体的な事業の実施の際には市民、事業者等の多様

な主体との協働による取組の推進が必要である。このために、地域戦略においては、

行政、市民、事業者等の役割を整理することとし（表 6-1）、推進の段階では行政内部

の体制づくりや多様な主体間の連携を促進するための場づくりが望まれる。 

          表 6-1 各主体に期待される主な役割 

主体 期待される主な役割 

行政 ●生物多様性に関する普及啓発や環境に配慮したライフスタイルの促進 
●自然や環境保全について学ぶ環境教育・学習の推進 
●農地、樹林地、水辺地等を利活用した人と自然、生き物とのふれあいの機会づくり

●生き物の生息・生育の拠点となる農地や樹林地、水辺地等の保全 
●公共施設整備や緑化推進等による拠点の創出等、緑と水のネットワークの構築に向

けた取組 
●各主体に向けた活動のマニュアルやガイドラインづくり 
●生き物情報の収集と管理 
●情報のネットワークの構築 
●生物多様性等への新たな知見を生み出す機会づくり 
●活動のプラットホームづくり 

市民 ●省エネや資源循環への協力等、日常からの環境に配慮したライフスタイルの実践 
●地産地消や農体験等を通した、都市農業への理解と協力 
●地域活動や、自然観察会等の自然とふれあう機会への積極的な参加 
●家庭からの環境教育・学習への協力 
●緑地保全活動への参加 
●花壇づくりや屋上・壁面緑化の推進等の地域緑化の推進 
●二ヶ領用水や河川の美化活動等、河川環境保全活動への参加 
●臨海部の環境向上への参加 
●生き物調査への協力 
●活動の情報、自然情報等の記録や他の主体への情報提供 

事 業

者 
●材料調達でのグリーン購入等、事業活動における環境配慮の実践 
●環境教育・環境学習の推進 
●環境保全の人材育成等への積極的な取組 
●環境対策の積極的な推進 
●地域活動への参加や支援 
●敷地内緑化等の取組 
●臨海の森づくりへの参画 
●生き物調査への協力 
●敷地内の自然環境調査の実施や情報の提供 
●生物多様性の保全に寄与する新たな知見や技術の開発 
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 （２）進行管理について 

生物多様性の保全に向け総合的かつ計画的に施策を推進することを目的に、個々に

実施されている施策を生物多様性の保全という観点で横断的に体系整理したが、位置

づけた施策については、環境基本計画や関連する各計画における進捗管理との整合を

図りつつ、PDCA サイクルの考え方に基づいて各計画の進行管理を活用した効率的な点

検を行うことが重要である（図 6-2）。また、緑の基本計画をはじめ、多摩川プランや、

「かわさき臨海の森づくり」緑化推進計画、生田緑地ビジョン等の関連性の高い計画

等においては、地域戦略に位置づけた各種取組を推進するとともに、その他の計画等

も含めて、今後、各計画の改定などのタイミングに合わせて、生物多様性への配慮を

盛り込んでいくことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 6-2 PDCA サイクルによる進行管理のイメージ 

 

 （３）生物多様性の状態を測るためのモニタリングについて 

生物多様性は、自然環境、生き物、人とのかかわり等が複雑に絡み合って成立して

いることから、様々な角度から点検する必要がある。現状では、生物多様性の状態を

考察するには、情報が十分といえる状況にはないことから、地域戦略では、前述のよ

うな施策の進行管理による点検を第一としながらも、それだけに留めるのではなく、

生物多様性の観点で自然的環境の状況や生き物に関する情報、市民意識調査等の状況

を時系列的に収集、蓄積していくことが重要である。 

そして将来的には、こうした情報の蓄積により、川崎市における生物多様性の状態

を測るための情報として、生き物を指標としていくことも含めて検討し、モニタリン

グしていくことによって取組を点検、評価していくといった方向性が望まれる。 

 

■PDCA サイクルは、事業等の活動の管理を円滑に進める手法の一つ。Plan（計画）→Do（実行）
→Check（評価）→Action（改善）の 4段階を繰り返すことにより継続的な改善を実現するもの。

PLAN 

取組の目標・計画を立てる 

DO 

計画を受けて取組を実行する 

CHECK 

取組の進捗や目標の達成度合いをチェックする 

ACTION 

チェックの結果を受けて、取組の改善や計画

の見直しを行う 


