
第１回生田緑地ビジョン策定検討委員会 議事録 

 

開催日時  平成 21 年 11 月 30 日（月） 14：45～17：00 
 
開催場所  川崎市役所第 3 庁舎 18 階大会議室 
 
出席者   垣内委員、涌井委員、安陪委員、川島委員、佐伯委員、篠崎委員、杉田委員、徳田委員、 

元木委員、横山委員、稲田委員、岩田委員、毛利委員 
公園緑地協会 鹿島オブザーバ 
総合企画局長三浦、環境局長寺岡、公園緑地まちづくり調整室長鈴木、環境局緑政部長

村上、環境局公園緑地課長大谷、公園緑地まちづくり調整室主幹安生 
まちづくり局市街地開発部長金子、教育委員会事務局生涯学習部長沼田、多摩区副区長

三橋、宮前区副区長門ノ沢、日本民家園園長岸、青少年科学館館長十亀、岡本太郎美術

館副館長小林、北部公園事務所長福井 
 

議題    １ 開会 
      ２ 委嘱状交付 
      ３ 出席者紹介 
      ４ 生田緑地ビジョン策定検討委員会設置要綱について 
      ５ 委員長・副委員長の選出 
      ６ 議事 
      ７ その他 
      ８ 閉会 
 
傍聴者   ２名 
 
会議内容   議題１から４まで進行した後、議題５として委員長・副委員長が互選により選出され、

委員長に涌井委員、副委員長に垣内委員が就任した。 
（就任あいさつ） 
涌井委員長 生田緑地は首都圏の中でも貴重な緑である。単に川崎市のみならず広範な地域に

ついての大きな戦略的な位置付けのある場所である。 
知的な集積も果たしており、ここに藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムが整備中であ

ることを考えると、ここでの議論は単に川崎市がつかさどるというだけではなく、

いろいろな形でそういう諮問に答えられるように、いろいろな意味での市民の参画

を市民協働と言う形で期待していくという話もあるようであり、未来の公園作りに

どのような戦略的な手当てがふさわしいのか議論していきたい。 
 



（就任あいさつ） 
垣内副委員長 文化政策を専門としている。 

今まで川崎市の文化政策は、音楽のまちづくりなど着実に成果をあげていて、

自治体発の文化政策として優れていると思う。 
今回の生田緑地は広い緑地で、様々な文化的資源がある。地域コミュニティの

方々、商店街、将来計画、市のイメージアップ施策など、様々な観点から広い議論

がなされると思うので、大変興味がある。 
 
（議題６ 議事について） 
涌井委員長 本日の資料から議論したものが次回からの様々な議題の要諦となっていくようで

あるので、事務局から資料を説明してください。 
安生主幹 配布資料の詳細説明（約３０分） 
涌井委員長 生田緑地を支えている様々なステークホルダーの方々、地域の方々にお集まりい

ただいて、いくつか検討の視点をふまえてのビジョンを作ろうということであるよ

うだ。 
私から問題を整理して質問して、議論のたたき台としていただきたい。 
一つ目は、23 年度が一つのエポックになる。様々な見直しや新設の施設が出来そ

うである。ところがこの委員会以前に様々な委員会があり個別要素については既に

走っておられる。これらの委員会と今回の委員会の関係をどのように整理していく

べきか。 
二つ目は、緑地ビジョン検討の視点と戦略的な情報発信についてとあるが、我々

がまとめる成果の具体的なイメージとはどのようなものか。すなわち図面なのか、

参考資料として配られた整備基本計画書に、文言としてビジョンを整理していくの

か。そのビジョンが先に申し上げた個々の要因にどう位置付けられ関係していくの

か。その辺の相互の乗り入れの仕方を整理すれば議論しやすいのではないか。 
それぞれの地図の関係を整理しておかないと、立ち入ってはいけない話、立ち入っ

ていい話があるだろうから明確にしてほしい。 
事務局 
（鈴木室長） 

個別要素についてはそれぞれ尊重していくが、連携していくことが大切であり、

横糸をはるようなことをしていきたい。相乗効果的に各施設や生田緑地全体がよく

なっていくとよい。 
生田緑地ビジョンの成果イメージについては、図面か文言かは適宜選定してまと

めていきたい。 
涌井委員長 既存計画については、団子（個別事業）をあんこ（検討）でからめて、どのよう

な器にのせるのか、ということを考えていくことは面白そうである。 
岩田委員  川崎市で 20 年間、自然環境について見てきた。生田緑地では４年毎の川崎市自

然環境調査の 7 次まで調査してきた。 
生田緑地には絶滅危惧種が 40 種～50 種ある、これらを保全しながら、楽しんで

もらいたい。そのためにはどうしたら良いか、ゾーニングを議論したいと思う。 



青少年科学館を中心に、生田緑地全体がフィールドミュージアムになればよいと

思う。 
徳田委員  専修大学の教員をしているが、明治大学など地元の大学も入り経済につながる形

でコミュニティの活性化を図ろうという視点でたまフォーラムを運営している。 
先ほどの委員長のお話を伺っていると、主として施設系とみどり系という視点検

討がなされてきたということですが、経済系という視点はどうでしょうか。生田緑

地は経済系という中ではどういうふうに位置付けられているのでしょうか。 
もしもそういった具体的な課題があるならたまフォーラムのメンバーとして、ま

た専修大学にとっても隣接する大切な緑地であるという２つの点から委員会に関ら

せていただきたい。 
涌井委員長 先生と認識は一緒で、生田緑地を支える多くの主体というだけでなく、生田緑地

とそれを囲む周辺の地域を支えているという視点があって、まちづくりと経済効果

は密接不可分なことだと思う。この委員会が総合企画局に設けられてというところ

にもその趣旨があると思うので、事務局からしかるべくご返事を。 
事務局 
（鈴木室長） 

生田緑地の大きなテーマとして自然の保全と育成があるが、もう一方でコミュニ

ティの関係や施設系、まちづくりという視点から、魅力ある 180ha という緑地を保

全維持していくには資金が必要で、その持続性を担保するためには、集客からの経

済的効果も期待している。 
岩田委員 集客性とは緑地自体の集客性をイメージされているのか、施設利用か、登戸や向

ヶ丘遊園地域の商店街のことなのか。 
事務局 
（鈴木室長） 

緑地の保全・育成に必要なものは経済的な資金と人手と申し上げたが、

施設や商店街でお金を落としてもらうような経済効果も期待している。もう一つこ

れまで多くの方々に活動していただいているが、緑を保全するには緑地のなかで活

動してもらう人手が必要、という仕分けをしていかないといけないと考えている。

垣内副委員長 これまでのお話を伺って、文化財保護と話が似ていると思った。文化財保護は保

存と活用がセットになっているが、文化財は展示すれば必ず劣化する。 
観光に関しては、いくつか調査しているが、トレンドがあり、観光客は気に入っ

た所は行くがその隣は行かないなどセグメント化している。また、滞在時間が長く

なるほど消費活動も活発になるなど、観光には色々な要因があると思われる。 
そこで、生田緑地を考える際にも、ゴルフ場を含め様々な用途の違う施設の入場

者数の全体的な推移、客層など、外から来る人に対してどのような魅力を維持して

いくかということを考えていくための基礎的データがあれば用意してほしい。 
涌井委員長 個々の施設のそれぞれのトレンドはどうかということで、平成 23 年に何かしよ

うということであれば、テーマパークと一緒で、新たな進化を遂げるということで

あれば何か理由と動機があり、その後ろには数字がある。次の委員会にぜひ提示す

ることが重要。 
二つ目は、セグメント化するとするならば、入場者ニーズは定性的なアンケート

で把握されていると思うので、ここに提示するべき。そうしないと、どのようなマ



ーケットにどういう魅力を発信していったらいいのかわからないと戦略的なストー

リーが組み立てられない。 
垣内副委員長 補足させていただくと、緑や自然が好きな方が沢山いらっしゃる一方で、岡本太

郎美術館を見に行く人もいる。岡本太郎美術館を見に行く人が必ずしも自然を魅力

と思っているわけではない。ただ自然を壊してまで見に行くわけではない。 

だからゾーニングは必要だと思うし、それぞれのセグメントに合った行動がしや

すい動線を作ることは、ビジターセンターの整備にあたって考慮すべき点ではない

か。また、一方で、ゴルフ場に行ってその後どこかで食べたり飲んだり買い物をさ

れたいという方々を地元の商店街に回遊させるのか、自然を壊さず滞在させるのか、

楽しんでもらいつつ滞留性を持たせるのか、そういう戦略を考えるのには、過去の

データなどの資料があれば議論しやすい。 
事務局 
（三浦局長） 

資料のＰ２に生田緑地の入場者数を示しているが、資料にある入場者数は有料施

設のもの。緑地にいろんな意味で来られている人のデータはないので、基本的なデ

ータを取る仕組みをどうしたらよいか、というものが必要になってくる。 
各施設で捉えられるデータについては、長期の動きを次回出させていただきた

い。 
そういった意味では、小田急の遊園地が大きな要素であった。年間ピークの時に

は 90 万人くらいが遊園地の利用ということでこのエリアに来ていた。それがクロ

ーズされた。我々が申し上げたのは、180ha の緑地の保全・育成の観点と、施設に

ついてもそうなのですが、それとともに、周辺のまちづくりを、徳田先生からもあ

りました経済の活性化、遊園地がなくなって町に元気がなくなっていると言われて

いるので、そこを大きなターゲットにしたい。次回、利用の措置としてのできるこ

とできないことを整理して示したい。 

横山委員 入場者数については、ジョギングや自然を見に来るとか、散策しに来るなど、施

設を利用しない人の数を市の方で把握できているか？ 
事務局 
（大谷課長） 

数年に一度、6：00～18：00 の全国レベルで都市公園の利用実態調査を、平日 1

日、休日 1 日行っているものがある。生田緑地で一昨年のデータがある。さかのぼ

ると７年位前のものもあると思う。そういったものをご提示することは可能と思う。

横山委員 施設を利用する人と山を散策しに来る人の比較がわかるのか、全体のお客さんの

中で例えば３割が施設なのか、７割が自然だけなのか、これによってニーズがはっ

きり分かる、整理の仕方が変わると思う。 

サクラの時期は人がたくさん来ているが、市民の方がどういうものを目指す人が

多いのか、それを数字で示してほしい。それによって考え方が変わると思う。 

涌井委員長 生物多様性の立場から言うと、正直何も無いほうが良い。しかしその一方で非常

に重要なことは、人が緑の中にアクセスして、自然に関わることが重要。それによ

って維持される生物多様性があり、これは無視できない。 

そこのところの調和、その対立概念をどう調和していくか、そのためには、こう

した都市公園には利用効用と存在効用があるならば、利用効用のニーズがどれくら



い強いのかということをきちんと数字で把握しないと、存在効用を冒す意味合い、

位置付けの説得力がなくなってしてしまう。目前の経済なのか、地球全体の経済に

貢献するのか、それぞれのニーズを把握できるものを開示していくのが、こういっ

た議論を活力あるものにしていくうえで重要なので次回には整えて欲しい。 

毛利委員 枡形山の山頂が見える家に住んでいる。生田緑地の四季の変化を感じられ、小学

校からずっとお世話になって、いろいろな施設に行くし、町の変化をみてきた。今

は犬の散歩で生田緑地を利用している。 

感じることは、地域に住んでいる人に情報が伝わっていないのではないか、意外

に知らないことが多いということ。また、ハンディキャップを持っている友達やベ

ビーカーを押している母親などが公園に行きたいのだが、なんとなく足が遠のいて

しまう現状がある。この集まりで本心がわかるような話、ほんとうはこうなんだと

いう話、人柄が分かるような話をお聞きしたい。この集まりのチームワークを体験

したいと思う。 

安陪委員 今までは向ヶ丘遊園地があってその影に生田緑地があった、遊園地がなくなって、

生田緑地をメインにしなければならない。遊園地の中に動物とか自動車いろいろあ

った、生田緑地にも立派な施設が点在している。「生田緑地」という名前で新たに売

り出すのか、それとも、その中にある各施設の名前で売り出すのかの見極めも必要

ではないか。緑の破壊を考えるとあまり頻繁に人が踏み入ってはいけない場所も多

多あるので、遊歩道をその場にあった規模で区別をつけて再整備して、緑の生田緑

地が全国的な名前とし出来るだけ早く売り出すのが、商店会としても望ましい。 

涌井委員長 ブランド構築も大切な議論だと思う。 

川島委員 生田緑地には月に 3～4 回行っており、一周すると 30 から 40 分ぐらいかかるが、

心身ともに良い。 
今の緑をもっと増やして欲しい。勝手に人間が手を入れるべきではないかも知れ

ないが、美術館の裏、斜面が開けている所などは、山の斜面などかなり大昔に崖崩

れが起きた所などでは、逆に手を入れて植生を復元していくのも必要。 
今以上に建物もあまり作って欲しくない。池の周りも、噴水も小型のものでよい。

家族連れが敷物を敷いて楽しめるように、四季折々に大勢の人がくつろげる場所も

必要と思う。 

涌井委員長 今までの委員の方々のお話を伺うと、補足して欲しい資料がある。当然のことな

がら、この 180ha の植生図、どのような二次林なのかなどがわかるように。またレ

ッドデータブックに関連するような、所在が何処にあるかというようなもの、一部

には知る必要があるかもしれないが、逆に言えば知らない方がいいかもしれない（あ

くまでも比喩として）。 
人為が入り込めない、手がかかる、例えば枡形山の周辺などに放置した場所がけ

っこうある。そういう意味で、管理コスト含めどういう実態なのか、そして今どう

いう状態なのか、遷移がはじまっているのか、二次林の状態を残しているのか、こ

うした状況が多少とも分かる資料があればそれに付加してほしい。あわせて当然の



ことながら、地図にプロットされているなら鳥類・昆虫類のデータが欲しい、さら

っとした資料でよい。生態学的検討をするわけではないので、皆さんの参考となる

資料。それと、小流域、つまり水系についても提示してほしい。 
岩田委員 変わろうとしている噴水広場の図面も用意してもらったほうが良いのではない

か。 
涌井委員長 そういった図面も、当然含まれてくる。 
杉田委員 宮前区の町連の代表という形で参加させていただいている。私は多摩丘陵で育っ

た。 
子供の頃は自然が多かったが、最近どんどん開発されて雑木林が少なくなってき

ている。生田緑地は、その頃の自然が残っている貴重な存在である。 
あまり大きな施設は作らないほうが良いのではないか。自然を残すということは

何もしないで残すというのとは違う。自然を残すために手をかけて残してきた。管

理しない自然をイメージしているのではない。 
ゴルフ場は、以前は民間が経営していたが、今は市が経営している。

資料としていただきたいと思うのは、市が経営しているのに他のゴルフ場に比べて

そう安くはない。文句ではなく、これがどういった状態の経理になっているのか全

く公表されていない。これが相当川崎市に還元されているのなら良いのだが、資料

が出ていないとどうなっているのかわからない。食堂が変わったが、これも粗末で

高くなったという見方が私だけでなくある。ゴルフ場に関する資料を出していただ

きたい。 
涌井委員長 ゴルフ場は生田緑地にとってどういう位置付けになっているのか、財政構造から

いっても重要だと思うので、財政的に生田緑地にどういう貢献していて、どういう

構造になっていて、今どんな仕組みになっているのかという点は皆さんがイメージ

できる方が良い。 
議論の位置付けについて、今から土俵の仕分をした方がいい。 

事務局 
（鈴木室長） 

資料提供依頼について、今日用意できなかったものは次回用意して議論いただき

たいと思っている。 
稲田委員  主婦のグループ代表で、子ども達が自由に遊べる場所を多摩区に作る活動をして

いる。多摩区の子育て支援の会議に出させていただいて、先日大きなアンケートが

あって、子供たちを安心して遊ばせる場所がないと訴えられていた。子供たちが小

さいときは生田緑地に行ったが、小さければ小さいほどやんちゃをしないでその施

設の中で遊ばせるのがけっこう大変だったという思い出がある。外遊びにしても、

とっても良い崖すべりができた所があったがなくなったと聞いた。 
子育てをするお母さんたちの代表のつもりで来ているが、せっかく良い緑地があ

って子供たちを植物や動物、昆虫に触れさせるにはほんとうに良い場所だが、1～2
回行くと足が遠のいてしまうイメージを持っている。広い土地の中で一画でも本当

にのびのびと遊べる所できると良いと思う。 
横山委員 学校の校庭を芝生化進めています。 



枡形山の頂上はきれいな芝生だったのだが、今はぜんぜん芝生がない。芝生があ

れば遊具など何もいらない。芝生化を成功した学校を見てみると、休み時間に校庭

に出て遊ぶようになって、子供の基礎体力を高まるなどよい点がたくさんある。枡

形山の頂上を芝生の広場にしていただいて、お子さんが遠足に来ていただいた時に

お弁当を広げていただき、その後押しくら饅頭をしてあそべるようにしてもらいた

い。 
それと、展望台は、薪能をやるとか、せっかく作ったものを活用して欲しい。 

涌井委員長 芝生化をやるためには、お金もしくは人手が必要。積極的に市民の方が責任をも

って関与していただかないとなかなか難しい。そういうお母様方の力が結集できる

ような仕組みがこの委員会からできれば多分実現できるのではないか。 
そういった面では、望むことと、それを維持するための手当てをどうするか。こ

こをこの委員会の中できちんと設計して、多様なステークホルダーが多様な主体で

参画する、そのアウトプットができればいいなと思う。 
垣内副委員長 今のことに関して、維持費など含めてどのくらいコストがかかっているのかが重

要になると思うので、そのあたりのイメージを次回データで示して欲しい。 
なぜならコストと誰が負担するのかということを合わせて考えないと、持続的な

戦略に繋がっていかないのではないかと思う。 
岩田委員 噴水広場についてむしろ大谷さんからお話を。 
大谷課長 噴水自体が 40 年経っていて、漏水がはげしくなっている。そういう状態の中で、

市民の皆さんと意見交換して、中央広場を芝生広場にしようと意見がまとまって、9
月に市民の皆様に計画図をホームページや現地でお示しして意見をうかがって、概

ね芝生広場でよいというご意見になった。次回、計画図を提示する。 
涌井委員長 先ほどの副委員長がおっしゃった管理コストがどのようなパフォーマンスなの

か、どこを市民が手伝って、どんなふうに参加したらいいのか、市民協働の重要な

ポイントだと思うので、そうした議論ができるような資料を合わせて用意してほし

い。 
 名古屋の東山動物公園の例で言うと、昔噴水広場で思い出の家族写真を撮った、

ところが、噴水が機能しないと言って噴水を壊してぜんぜん違うものを作ると言っ

たら、いったいどうやって思い出をたどるんだという話がある。こういうことは結

構大事で、イメージのランドマークと言いうか、昔のよすがを残すような方向にす

ると良いのでは。イメージのマイルストーンのような機能もあるのではないか。 
川島委員  現在の噴水広場の噴水は大きすぎる。もうちょっとこじんまりさせて、芝生広場

で、大勢の人が集まったり出来ると、噴水の存在は花を添える程度にして周りに広

場を取れる形に変えて行ったらいいと思う。 
篠崎委員 ボランティア活動などがいろんな形で関係されているわけで、その中で生田緑地

の緑を後世に残そうというのがキーワードになればと思っている方が沢山います

が、緑に対する考えが千差万別であることで、いろいろな形で検証していくことが

必要だと思う。 



50 年前がどうだったかを考えてみることも一つの方法としていいのではないか。

50 年前に戻すということがひょっとしたら現状を管理することに繋がることもあ

り得るのでは、そういったことを生田緑地のビジョンの中に手法の一つとしてとし

て議論できたらいいと思う。 
川崎市の生田緑地というものではなく、川崎市にある生田緑地という観点で生田

緑地を見ていくと、川崎市と川崎市民は生田緑地を保全する義務がある。考え方を

変えてみると取り扱い方も変わるのではないか。 
川崎市民でも民家園は知っていても生田緑地は知らない人がいる。民家園に行く

ために大きな看板があるが、生田緑地は殆ど見ていない。これは市民に対する宣伝、

公報が良くないのではないか。こういうことも、どうやって行くかということをこ

のビジョンの中で議論されると良いのではないか。     
40～50 年前を知っている人とは、今より低い枡形山展望台から多摩川が見えてい

たが、今当時より高い展望台から見ても多摩川が見えない。サクラが大きくなり過

ぎて見えなくなった。それをどうするかを考えないといけない。 
景観をよくするために樹木のありかたを考えるということと、50 年以上の桜の大

木が自然倒木した。事故が祭日など人が多い時におきたら大変なことになっていた。

長雨が続くと崖崩れがおきやすい。そういうことを考えたときにどうすれば良いの

かといった時に、本来の姿で立っている木が生田緑地の中に何本あるのか、子供達

に、緑があるから良いよと言って、間違った木姿を見せ、子供が覚えるのはよくな

い。その辺のところで環境管理手法を検討されると良いのではないか。 
風景を作るのに１０年、景観を作るのに１００年、風土を作るのに１０００年か

かるというお話もありますので、もうちょっと長い目で見つめて行く、振り返って

行くということを、絵とか写真とかで検証できたらいいのでは。 
涌井委員長 後で指摘しようと思っていたのですが、確かに良好な景観を形成するという言葉

がこの中に抜けている。 
多摩三浦丘陵という広域的な戦略の中で、川崎市が唯一緑の拠点として自慢でき

るのは生田緑地だけ。ほかは全部市街地で埋め尽くされている、ここが最後の砦と

いう感がある。多摩三浦丘陵全体の中で非常に大きな位置付けを持っているし、そ

ういった意味では確かにここでの緑の質というのは、到達目標はどこなのか、それ

が言わば奥山的緑なのか、里山的緑なのか。本当に人が関わることによって失われ

る生物多様性の危機というのが、日本が発信する生物多様性の危機の中で非常に重

要なメッセージである。サトヤマイニシアチブという、里山をわざわざローマ字に

置き換えて発信しようとしている。人がもっと積極的に緑に関わっていくべきだと

いう話をしようということだが、そういう論点は植生管理の方法なりに、非常に重

要である。 
50 年前の航空写真等があればそういったものをご用意していただいて、植生につ

いての資料などを添えて取りまとめてもらいたい。 
生田緑地の意味、意義、ここで何を議論していかなければいけないのかというこ



とが分かってきたような気がする。必要な資料を用意していただいて次回の委員会

につなげようと思っているので、今要求したような資料を出来るだけ早めに各委員

のところへ届けて欲しい。 
他になければ、事務局から議事７その他の説明を。 

事務局 
（安生主幹） 

議事７ その他 として事務局から「検討の進め方」につて説明（P.9 の説明） 
８連絡事項の説明として、次のことを説明。 
・本日の委員会資料及び議事録をホームページに掲載すること。 
・次回（第２回委員会）は生田緑地の現地視察であること。時期は１月下旬。

事務局 
（三浦局長） 

本日は熱心な議論を頂きありがとうございました。改めて私どもも生田緑地に対

する地域の方々や、団体の方々の気持ちの一部を得たのかと思っています。 
是非この貴重な首都圏の緑を残すと共に、そこにある様々な魅力を増すような形

でビジョンを作っていきたいと思います。 
資料は可能な限り早めにお届けして、次回は現場を見ながら、その後議論できる

ような形で二回目をやらせていただきたいと思います。 
多様な市役所の中の関りの中でこういった所の魅力を高める格好で庁内を挙げて

協力しプランをまとめて行きたいと思いますので、本日はお忙しい中ありがとうご

ざいました、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。 
（閉会） 

 
以上 


