
第４回生田緑地ビジョン作成検討委員会 議事録 

 

開催日時 平成２２年５月３１日（月）１３：１０～１５：１０ 

 

開催場所 川崎市役所第３庁舎１８階 大会議室 

 

出席者 涌井委員長、毛利委員、岩田委員、元木委員、垣内委員、島村委員、安陪委員、 

 薬袋委員、杉田委員、徳田委員 

 特定非営利活動法人かわさき自然調査団 岩田オブザーバー、川崎市公園緑地協

会 関口オブザーバー 

 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、宮

前区副区長 板橋、日本民家園園長 木下、青少年科学館館長 十亀、岡本太郎

美術館副館長 小林、多摩区道路公園センター整備課担当課長 佐藤、総合企画

局長 平岡、建設緑政局長 栗林、公園緑地まちづくり調整室長 鈴木、建設緑

政担当理事緑政部長事務取扱 高田、建設緑政部担当部長公園緑地課長事務取扱 

大谷、公園緑地まちづくり調整室担当課長 中川 

 

議題 １ 開会 

 ２ 議事 

  （１）生田緑地ビジョンについて 

   ア）第１回生田緑地ビジョン市民懇談会実施結果について 

   イ）生田緑地の自然について 

  （ア）生田緑地の現状について 

  （イ）生田緑地の自然に関する基本方針（案）について 

 ３ その他 

  ・生田緑地ビジョン策定の今後の進め方（案）について 

 ４ 閉会 

 

傍聴者 ４名 

 

会議内容  冒頭に事務局から、委員異動及び本市における機構改革・異動にともなう委員

紹介があった。その後、涌井委員長からのあいさつにはじまり、事務局から資料 1

～資料 4 の説明と岩田オブザーバーからの市民と行政の協働による生田緑地の植

生管理についての説明を交えながら討議を行った。 



（委員長あいさつ） 

涌井委員長 今日は、委員の何名かがお変わりになるということでありますし、また改めてこの

議論を進化させる上で、皆さん様々な立場で様々なご意見があることは承知してござ

います。例えば利用なり、保全なり様々な立場から、生田緑地を本当に真剣に考えて

いく中でどのように考えていけばよいかということについて、この委員会のみならず

委員会の後ろにある様々な活動の場の中においても様々なご議論をしていただいて

いると理解しております。 

先週、今年のＣＯＰ10 生物多様性会議の締約会議の前哨戦である国際自治体会議

があり、ブラジルのクリチバでＣＯＰ8が開催されたのですが、そのクリチバ宣言に

基づいて、都市と生物多様性については格別の議論をすべきだということで、先週１

週間、名古屋でウルビオ（ＵＲＢＩＯ）が開催されました。ウルビオとは、ＵＲがア

ーバン、ＢＩＯはバイオ多様性を意味しており、都市と生物多様性についての国際会

議です。会議では、世界 30 カ国、420 人の参加があり、各国の都市がどのような指

標を用いて都市の生物多様性を評価すべきか、どのように都市内の緑地の保全を図っ

ていくべきなのか、あるいは利活用をすべきなのかといった議論が重ねられました。

今日、世界各国が生田緑地と同様の問題を抱えているといえます。われわれはついぞ

すると、自分の目前の緑地にしか関心を向けませんが、世界人口の 60％以上が都市

人口になった中で、残された都市の緑の保全、あるいは利活用を図っていくことは国

際的な課題でもあるのです。そのことをご理解いただいた上で、生物多様性というも

のの重要性とともに、お子さんの環境教育や、はつらつとした伸びやかな活動の拠点、

あるいは様々な教育の機会といった活用について、この生田緑地がどのようにあるべ

きなのかといった非常に重要な議論を有効に進めさせていただければと思います。 

 

（新委員あいさつ） 

薬袋委員 生田緑地管理運営協議会の会長になりました薬袋と申します。薬袋と書いて「みな

い」と読みます。宜しくお願いいたします。生田緑地管理運営協議会は個人の会員と

団体の会員とから構成されていますが、私は「向ヶ丘遊園の緑を守り、市民いこいの

場を求める会」の代表をさせていただいている関係で、生田緑地管理運営協議会に参

加させていただいております。私が所属している団体については、緑を残すというだ

けではなく、如何に市民のいこいの場として使っていくのかというあたりが、緑保全

団体ではないユニークな点だと思っております。わたしの本業はまちづくりや都市計

画ですが、そのような視点から協力できることはないかということで会議に参加させ

ていただいており、平成 15 年の生田緑地整備構想につきましては専門委員としてご

協力させていただいた経緯があります。この度、市民と市民団体、行政の部署との連

携を図るための管理運営協議会の会長に就任させていただき、ここに座らせていただ

いておりますが、私自身、生田緑地のそばで子育てしているという市民の立場も兼ね

て、この検討委員会でご協力ができればと思っておりますので、宜しくお願いいたし

ます。 



（意見交換） 

涌井委員長 今回の議題は、第1回生田緑地ビジョン市民懇談会の意見をどのように受け止めて

いくのかということと、生田緑地における自然の現状への理解を深めることである。

事務局 

（中川課長） 

・資料1、説明。 

涌井委員長 生田緑地ビジョン市民懇談会については、委員として薬袋委員が、市民代表として

岩田委員、毛利委員、稲田委員が参加している。懇談会は、ポストイットに書き込み、

意見を集約していくワークショップ方式で開催されており、現在の市民目線の生田緑

地に対する考え方が整理されているようである。 

まず、話題提供として、冒頭で触れた「保全」と「利用」の問題について提起した

い。川崎市のみならず首都圏全域における生田緑地の価値が高いことから、その保全

を永続的にするためにはどのようにしていくべきかという問題があるが、一方で、都

市公園であるがゆえに保全と利用との調和を図らなければならないという宿命があ

る。 

また、専門的な対応と一般的な市民の関心がすりあわない面があることについては

どうか。自然を保護するための市民参加による管理活動が、かえって自然の質を損な

うことに繋がり、参加の形を制限したほうがよいのではないかという意見など、様々

な意見があろうかと思われる。 

こうしたことについても、この委員会において大いに議論いただき、ビジョンにど

のように反映させていくのか検討していきたい。 

岩田委員 「保全」と「利用」とのバランスについての議論の前に、「管理」と「保全」の間

でもめた経緯がある。利用者は、園路の両側に 50 種以上の絶滅危惧種があるという

観点では見ていない。絶滅危惧種を守るためにどこまで管理すべきなのかということ

で常にもめている。自然の立場からいえば、人間が少し我慢をして、残せるものは残

してほしい。 

涌井委員長 重要な問題提起である。都市公園としての管理はどうなっているのか。管理者の立

場の意見はどうか。 

事務局 

（大谷部長） 

具体的に聞いていることは、4月から管理体制が変更したことである。北部公園事

務所の委託業務において、清掃活動の中で1歩も2歩も踏み込んで行ってしまった事

実がある。今後、絶滅危惧種について、岩田委員たちと情報共有を行いながら、保全

を進めていくことも1つの取り組みの方法であると考えている。 

涌井委員長 前向きなご意見であり、是非そのようにしていただきたい。生態系もしくは生物多

様性のストックと管理、利用との問題があるが、これは次の議論との兼ね合いがある

ので、次に取り出させていただきたい。 

利用との観点で何か意見はないか。 

薬袋委員 懇談会で久しぶりにいろいろな市民の意見を聞いたのだが、「何回も同じような意

見を出させてなんだ」という声があった。このようなワークショップは何回も行って

おり、内容もステップアップしたものではなく、「さあ、生田緑地についてどう思い



ますか」といったようなゼロからスタートするようなもので辟易している市民もいた

ことを申し上げておきたい。しかし、初めて参加した方もあるので無意味であるとい

うことではないが、関心の高い熱心な市民ほど「またか」と思い、参加されていない

可能性もある上での意見だという認識を持っていただきたい。 

平成15年の整備構想、平成17年の管理計画検討時との違いは、当時は緑地保全へ

の関心が高かったのに比べ、今回は緑地を利用したいという考えの人が多かった点で

ある。参加者層が異なっているのかもしれないが、民家園でのお泊り会や貸し農園と

いった提案や、ゴルフ場についての具体的な意見があった。ゴルフ場については、従

来の意見のようなゴルフ場の存在の是非についてではなく、開放日の増加や、もっと

気軽に使えるようにしていくことでゴルフ場の存在意義があるのではないかといっ

た意見を耳にした。 

涌井委員長 何回も同じようなワークショップを行っているのか。 

事務局 

（中川課長） 

薬袋委員のお話にあったように、平成 17 年に建設緑政部が保全という視点で計画

を3ヵ年作り、構想から計画・実行計画まで検討した経緯がある。その後、公園緑地

まちづくり調整室になり、全市点的に生田緑地の把握をしていく中で、同じようなス

テップを踏んで検討を進めた事実がある。 

涌井委員長 何回も市民の意見を聞くことはいいことであるが、平成15年の整備構想や平成17

年の管理計画策定時に行った市民意見の結果を継承するなど、以前の検討内容を活か

すべきである。 

薬袋委員 懇談会では環境関連団体だけでなく、子育て関連団体をはじめとして多様な団体の

参加が見られた点がよかった。 

涌井委員長 ウルビオ（ＵＲＢＩＯ）でも議論になったことであるが、生命教育は世界的に重要

なことである。その中でも幼児期にどのように自然と触れ合わせるかという環境教育

の視点は重要である。 

毛利委員 懇談会に初めて出席したが、地域の知り合いなども参加しており、利用者側からの

具体的な意見を聞くことができたことがよかった。特に、その場で何かを決めてしま

うのではなく、ファシリテーターのもと、意見を出し合い、発表することで様々な意

見を共有する形式がうまくいったように思う。これまで利用者にとって、懇談会の開

催などの情報が周知されていなかったが、今後このような利用者が参加できる場が増

えていくとよい。 

岩田委員 懇談会に参加した者として、今回の資料でよかったことは、少数意見がきちんと公

表されている点である。 

涌井委員長 １つの意見でもきちんと公表していかないと市民参加、多様な主体の参加は実現し

ない。歴史を雲の上から眺めて物事を考える司馬遼史観も重要ではあるが、藤沢周平

的に一人一人の等身大の視点がないとこれからの行政のあるべき方向は定まらない

と思う。 

安陪委員 商店街の活動をしているが、生田緑地に関しては、地元から 30～40 分圏の利用者

が多い結果がでている。商店街等が積極的に生田緑地の活動内容について紹介してい



くことがのぞましいが、地元商店街等のまちなかからの生田緑地に関する案内資料が

浸透しておらず、道順やイベントなどについても提示できるものがない。 

また、各種関係団体が参加し発表しているが、緑地をどのようにしていくかという

ことについて具体的な方針に結びつけていくためには、窓口を1つにし意見を吸い上

げていくことが必要なのではないか。 

涌井委員長 確かに、まず、地域の人々に生田緑地を誇りに思ってもらわなければならない。ス

カイツリー周辺の商店街では、スカイツリー紹介資料が配布されており、商店でも積

極的に来訪者に情報提供しているということである。生田緑地においても、紹介資料

を商店街等に配布してもよいのではないか。 

垣内委員 文化財保護が専門であるが、文化財保護についても保存と活用のバランスが中心的

課題である。著名な例であるが、日本橋の上には東京オリンピック時に建設された高

速道路があるが、これを撤去し本来の日本橋の姿を取り戻そうという、日本橋再生に

ついての議論が現在進行中である。当時は重要文化財の上に高速道路を建設すること

について問題視する声はなかったが、数十年たった現在は問題とされている。このよ

うに、これがよいと思えたことがあっても、時代とともに社会的ニーズは変わってい

くのであり、どちらがよいかではなく、両者を調整していくプラットフォームを作り、

社会的ニーズとの適合を図っていく事がよいのではないか。 

また、保存コストについても検討課題とすべきである。保存するための直接的なコ

ストのほかに、利用制限をする場合に発生するコスト増の負担についても考えなけれ

ばならない。例えば日光の杉は自然・文化両面において価値があるが、保存するため

に車の乗り入れ規制をしている。コスト負担については、行政だけではまかなえない

ため、多様な人が多様な形で負担していく必要がある。本日の資料に記載されている

市民の意見には実行したらよいものも多いが、誰がどのような形でコストを負担する

のかということについて、ビジョン策定の過程において議論していければと思う。 

涌井委員長 社会的共通便益（Social Cost Benefit）の負担については、税金による負担、市

民参加など様々な形がある。今後、誰がどのように負担していくか検討する必要があ

るが、まずは社会的価値の意義をどのように認知させていくかが問題である。 

また、ゾーニングについても検討課題であり、単に利用地区と保全地区という形で

分けることがよいのか、あるいは両方を動的に考えていくことがよいのかという問題

提起であると感じた。 

元木委員 商工会議所では、生田緑地をきっかけとしたまちづくりや地域の活性化について関

心があり、生田緑地の情報を商店街等へご提供いただければと思う。 

また、生田緑地の防災拠点としての性質についても伺いたい。 

涌井委員長 生田緑地の防災的評価としての位置づけはどのようになっているのか。 

事務局 

（大谷部長） 

生田緑地は、防災計画において広域避難場所に位置づけている。しかし、備蓄倉庫

などの施設はないため、今後、全体的な施設改修の中で防災機能を含めた施設整備に

ついても検討する方向である。現在の防災計画では、物資集積拠点として海からは東

扇島の東公園、空からは等々力緑地、陸上では東名高速道路に近い北部市場がそれぞ



れ位置づけられている。 

涌井委員長 6 月 30 日に開園予定の国営有明防災公園の委員長をしており、その中の検討にお

ける知見として、防災拠点には発災時、復旧時の２つの拠点の考え方があることに留

意いただきたい。発災時には生田緑地は避難場所としての性質があるだろう。では復

旧時にはどうかというと、自衛隊の集積が必要な場合、ヘリの離発着場所が必要とな

ることもあるだろう。今回のテーマとは異なるが、どのような機能を引き受けていく

かという整理が必要かもしれない。 

次回の委員会では、生田緑地における施設についての議論を予定している。アクセ

スや誘導、周辺との関係等については資料として整理しておいていただきたい。 

懇談会意見を見ると、市民の中には生田緑地への理解だけでなく、質の維持に向け

た積極的な参加への意欲がうかがえる。例えば、愛・地球博では、10 万人のボラン

ティアが参加したが、65 歳以上の割合が 32％であるなど様々な世代の参加がみられ

た。一般市民も、モリゾー・キッコロのエコマネーを利用するなど、完全な市民参加

型の博覧会であったことが愛・地球博成功の要因である。博覧会終了後、会場は愛・

地球博記念公園となったが、その管理運営についても、設置者である県、指定管理者、

市民団体の参加による恒常的な公園マネジメント会議を発足し、市民協働を継承して

いる。その際、準備期間を2年間とり、各者の視点の違いを共存させたことがその後

の運営に大きく貢献しており、公園管理費についてもかなりの低減が実現できた。こ

れも平面的ではない、将来を見据えた動的なビジョンであるといえる。生田緑地につ

いても、平面的ビジョンか動的ビジョンかを事務局で検討し、次々回の委員会で自然

特性と施設についての課題を統合したときに整理しておくことが必要ではないか。 

薬袋委員 平成15年～17年に検討された整備構想や管理計画は、行政・市民双方が多くの時

間と労力を費やして策定したものなので、委員の方々に再認識していただきたい。 

涌井委員長 先にも触れたとおり、以前の検討内容を把握し、その事実を認識した上で、今後の

議論を発展的に進めていく必要がある。平成15年の整備構想や平成17年の管理計画

検討の経緯等、以前の検討に関する資料を添付していただきたい。 

徳田委員 市民だけでなく、周辺に勤務する人々など、どれだけの人が生田緑地の価値を認め

るかが重要である。そのためには、まず生田緑地を知ることであり、その魅力を知れ

ば、現在活動している市民だけでなく、大学生やシニアなどもっと多くの人々が参加

する可能性がある。 

涌井委員長 その点も留意していく。キーワードとしてこれだけは知っておくべきであるという

項目がわかるような資料の作り方が必要である。リーフレットがあれば商店街での活

用や、生田緑地への関心のある人への提示資料とすることができるので、案だけでも

作成していただければと思う。 

岩田オブザー

バー 

生田緑地の自然の保全活動の現状についてということで、生田緑地植生管理協議会

市民部会の活動について説明させていただく。生田緑地植生管理協議会は 2006 年に

会則を変更し、以下の4つの目的を設定している。第一は生田緑地の植生管理に市民

誰もが自由に参加できること。第二は植生管理に関わる意見交換を行い、合議によっ



て植生管理を決めていくこと。第三は植生管理を実践し、市民が植生管理に関われる

ようにすること。第四は将来的に継続して生田緑地の植生管理に携わることのできる

人材を育成すること。 

市民部会の事務局については、協議会の決議により、かわさき自然調査団が担当し

ている。市民部会の活動目的は、生田緑地の自然を市民と行政の協働によって保全す

ることである。生田緑地には、多摩丘陵の在来の自然が生き残っているが、生田緑地

から一度失われたら復活することのできない生物を保護することは非常に重要なこ

とであり、生田緑地における生物多様性保全の最も重要な課題であると考えている。

これらの生物については、種よりも下のレベルでの分類、すなわち系列や系統といわ

れている分類で考えている。地域移動性の低い生物、ホトケドジョウなどの淡水魚や

ゲンジボタルを始めとする谷戸の水辺の甲虫類などは同じ種であっても地域によっ

て遺伝子配列などが異なっていることが明らかになってきた。地域的な分化が進んで

いる。同じ種であっても異なる系列の生物を交配させたところ、生殖能力を持たない

ものが生まれてきたというような研究事例もあり、別の系統による交雑が起こること

が生物の生存を危うくするということがある。生田緑地植生管理協議会が問題として

いる自然は、種の保全ではなく、種よりも下のレベルにおける、生田緑地で大切にす

べき生物の保護である。 

活動区域は、生田緑地（180ha）の中の都市公園として供用されている部分のうち、

現在は中央地区（45ha）を対象としている。 

初山地区については、水流がゴルフ場からの流れであるため、農薬が全盛だった時

代を経験しており、在来の生物が消えていると思われる。また、水生植物観賞池など

の整備により、外部地域から様々な植物が持ち込まれている。さらに、水流ではホト

ケドジョウやゲンジボタル、カワニナなどが放流されている。 

東生田2丁目地区の住宅地は、都市計画法の開発許可制度以前の開発であるため、

地形を大きく改変しておらず、いまでも、細々とではあるもののゲンジボタルが生息

しているなど、多摩丘陵の在来の自然が残っている可能性がある。 

また、向ヶ丘遊園跡地区は遊園地として利用されていた地区であるが、利用されて

いなかった周囲の樹林には多摩丘陵の在来の雑木林の生物が残っている。ばら苑北側

の湧水が滲み出している箇所には2004年まではゲンジボタルが生息していた。 

中央地区の一番大きな谷戸には日本民家園、青少年科学館、岡本太郎美術館がある

が、その周辺のいくつもの支谷戸の水辺には生田緑地の自然を特徴付けるような在来

の生物がまだ生きている。それらについては、前回すべてスライドでお見せした。 

生田緑地の生物多様性保全を問題にする場合、最も重要なことは多摩丘陵の在来の

生物、とりわけ、一度消えてしまったら復活できないような生物が生き続けられるよ

うに、その生息環境を保全することだと考えている。具体的には、水域の生物、翅の

ない生物、生活圏の狭い生物が対象である。先日の資料には利用と保全のバランスに

ついての記載があったが、このような生物を保護するということは利用とのバランス

をとる対象ではなく、まず絶対的に保護されるべきであり、生息環境が優先的に保全



されなければならないと考えている。生田緑地が市街地に囲まれて緑の孤島と化して

いることを考えれば、非常に重要な問題であるといえる。 

2007年度にはフィールドを歩きながら意見交換を行い、植生管理計画案を作成し、

生田緑地植生管理協議会に諮って植生管理計画を決めた。それが参考資料2である。

左側はゾーニング図で、右側は実際に植生管理を実践している地域区分を示している

図である。 

市民部会が行っている植生管理計画づくりは、現地における調査に基づいて目標植

生や植生管理の方法を話し合い、合議されたことを植生管理計画案とするもので、実

施した植生管理の結果をモニタリングし、その評価を植生管理計画にフィードバック

している。 

持続可能な植生管理のためには、継続的に植生管理に携われる人材と実態に合わせ

た柔軟な植生管理計画、行政との協働の仕組みとコーディネーター、この両方が必要

である。 

植生管理は楽しい活動である。生田緑地の立地条件からは人的資源は豊富にあると

推測される。生田緑地の持続可能な自然保全、植生管理のためには、将来の植生管理

を担う人材の育成が急務である。 

市民部会は、2007 年度 14 回、2008 年度 11 回、2009 年度 15 回、開催しており、

2009年度までに参加した市民は134人、延べ参加者数は447人であった。 

涌井委員長 要点をまとめると、以下のような説明だったと思う。 

・生田緑地には多摩丘陵の在来固有種がかなり存在しており、ハビタット（生物の生

息場所）が狭隘で、移動距離があまり無い生物が生息している。これらは絶滅危惧

種と同様、利用か保全かという前に、絶対的保護をするべきであるという観点で物

事を考えなければならない。 

・持続可能な植生管理とは、一般の公園管理と異なり独特の植生管理を行うことが必

要である。そのためには、行政との協働と、コーディネーターを含めた人材育成を

どのように進めていくのかが重要であり、合意形成のプラットフォームの構築が必

要である。 

生田緑地植生管理計画と植生管理の総括図について、Ａは雑木林、Ｂは水辺の希少

種の生息可能性の高い箇所との事である。長年の経過観察がなければこのようなゾー

ニングはできない。貴重な資料をありがとうございました。 

事務局 

（中川課長） 

・資料 2「Ⅱ.生田緑地位置図」、「Ⅲ.川崎市における緑地保全施策の現況」、資料 3

及び倉本委員の意見について説明。 

涌井委員長 岩田オブザーバーの説明に含め、基本方針案について議論していただきたい。また、

倉本委員の意見については議事録への反映をお願いする。（別添のとおり） 

岩田委員 倉本先生の意見に賛成である。事前に倉本委員と話をする機会があり、生田緑地で

はホトケドジョウとゲンジボタルに関して系統保全を考慮して活動していることも

合わせて委員会に報告してほしいとのことであった。 

涌井委員長 系統保全について補足説明するが、生物は水系等により同じ種でも微妙に遺伝子が



異なるため、今後の種の保全においては、それがどのような環境適合の中にあり、ど

のような種の系統を持ったものが生息するのかを考えなければならないということ

である。 

薬袋委員 資料 2、P.8 の緑地編入ゾーンについて、小田急所有地との説明があったが、所有

は小田急ではなく別の民間の方であり、小田急が利用を計画している地域である。 

事務局 

（中川課長） 

説明違いであり申し訳ない。かつて小田急が所有していたが、現在は民間地権者の

方が所有している。 

薬袋委員 小田急の向ヶ丘遊園跡地を含めて、都市計画区域に指定されている生田緑地全体の

植生管理や、自然の調査・管理についてどのように議題すればよいのかよくわからな

い。現状で一部行っている取組であっても、将来の方向性については周辺民有地の計

画も含めてどうするのかが見えてこない。 

また、小田急の跡地利用計画の理解と今後の協議の方向性について伺いたい。 

P.12の「基本方針1：自然環境の保全・育成・活用」では今後の方向性として、周

辺緑地の保全が挙げられているが、もう少し広域での連携についても考えるべきでは

ないか。生田緑地周辺では、生産緑地の指定更新が減り、農地の都市化が進んでいる。

周辺に存在する生産緑地との連携を進めることで生田緑地の魅力が向上することも

考えられる。 

また、P.13の「基本方針2：生物多様性の保全」では、今後の方向性として「エコ

ロジカルネットワークの構築」や、「環境教育のプログラムづくり」が挙げられてい

る。生田緑地の自然と青少年科学館との連携については了解しているが、それ以外の

施設においても自然との共存を意識した展示企画や緑地との連携について記載があ

るとよい。 

緑地周辺のまちづくり計画と自然との調整をどこでしていくのかが見えてこない。

「基本方針 3：広域的な連携による自然環境の保全・活用」及び「基本方針 4：景観

の保全・創出」では、推進する主な取組として、多摩三浦丘陵広域事業や、多摩川崖

線軸といった大枠しか記載されておらず、直接的な取組内容がわからない。 

涌井委員長 確かに、都市計画図と将来の生田緑地との兼ね合いが見えてこない。「緑地に編入

予定」と記載されている部分に関しても、今後の都市計画ではどのような扱いになる

のかがわからない。 

事務局 

（中川課長） 

小田急の報告書について委員会の場で報告し、議論したことはこれまでないので、

経過がわかりづらいということだと認識している。平成 22 年 3 月に小田急が報告書

を公表し、5 月 17 日に意見募集を終了したところである。都市計画の変更は今後で

あり、緑地編入ゾーンと事業ゾーンの張替を前提として川崎市と小田急電鉄が基本合

意をして、緑を保全していく予定である。 

涌井委員長 小田急の計画と生田緑地ビジョン作成検討委員会との関係として、内容は関係して

いないということでよいか。 

薬袋委員 そのとおりである。 

涌井委員長 内容が関係していないので、内容についての報告は必要ないが、生田緑地がどのよ



うに変わっていくのかについてはきちんと明示していただきたい。 

薬袋委員 事業ゾーンが緑地の中に食い込む形になっているので、自然との関連で様々な問題

が発生していくと思われる。 

涌井委員長 施設検討に関しては、次回の委員会資料に整理しておいていただきたい。 

「基本方針2：生物多様性の保全」の今後の方向性にエコロジカルネットワークの

構築とある。緑のまちづくりマスタープランを考えていく中で、現在、生物多様性で

盛んに議論されていることとして、コア、バッファー、コリドーと、どのようにネッ

トワーク化していくのかという問題がある。ネットワーク形成にあたっては系統保全

を前提にする必要があるため、緑地の内側の検討に偏りがちであるが、ビジョンとし

ての性質を考えると、内側だけでなく外側の緑地や農地との連携についても示すべき

である。しかし、外側との連携については、都市計画や景観、農地の議論を含んでお

り、この委員会の中で収束する問題ではない。今後の総合計画との関係もあるだろう

が、少なくともこの委員会で議論されたことがその後の検討に継承されるようにして

いただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

事務局としても、ビジョンの区域を生田緑地の中だけにするのか決めかねており、

委員会の中で方向性がみえればと期待している。議論をして、どこまでできるのかを

宿題とさせていただければと考えている。 

涌井委員長 議論をすると大変なことになる。重要なのは、ここでの議論が川崎市の他の計画に

投影していく仕組みがあるかということである。 

事務局 

（鈴木室長） 

コア、バッファー、コリドーといったネットワーク等、考え方のバリエーションも

あると思われるので、まずは生田緑地について話をしながら検討を進め、委員会の中

で収束し切れない事項については、他の計画にも反映できる仕組みを調整させていた

だきたい。 

涌井委員長 文章として明記していただきたい。 

懇談会や委員の方の意見を伺うなかで、「保全、活用」ではなく「保護・保全、活

用」と表現すべきであると感じた。その他の表記についても、ホトケドジョウ「等」

とすべきである。 

生田緑地憲章は管理運営協議会が独自に策定したものであるのでこの委員会で議

論することではないが、憲章とビジョンとの関係はどうなっているのか。 

薬袋委員 生田緑地憲章は、平成 17 年の管理計画策定検討の中でたたき台の案が提示され、

管理運営協議会が発足したのち憲章化したものである。 

岩田委員 生田緑地憲章については岩田オブザーバーと松岡氏が熟知している。 

涌井委員長 憲章の内容ではなく、両者の兼ね合いについて位置づけを伺いたい。共同の仕組み

の中で、管理運営協議会の作成した憲章と当委員会で検討しているビジョンが密接に

関連していないとおかしなことになる。ビジョンは憲章を踏まえるのか、それとも一

歩踏み込んで憲章に提案をするのか。 

事務局 

（鈴木室長） 

生田緑地憲章は2007年 3月に策定され、文面の中に「生田緑地を愛する市民一同」

ということでの憲章となっている。その憲章を踏まえ、より具体的に将来の生田緑地



の方向性を共有して示せるものとして生田緑地ビジョンができればと思っている。 

涌井委員長 それは今後の方向性の中で文章として明記すべきである。 

薬袋委員 生田緑地憲章の内容を紹介していただきたい。 

涌井委員長 憲章の内容を紹介し、これまでの協働の仕組みの中で定められた生田緑地憲章を尊

重しつつ、今後のビジョンを構成するという記述が必要である。 

事務局 

（鈴木室長） 

次回の委員会で、経緯とそのような記述については説明させていただく。 

薬袋委員 自然の中に土の話も入るのではないか。緑や生き物についての記載はあるが、土に

ついての記載がないことや斜面崩壊を気にしている市民も多い。 

涌井委員長 そのとおりである。「緑」を「みどり（緑＋水＋土）」と表現するテクニックを用い

てはどうか。 

島村委員 商業が専門であり、今回議論についていけない部分があったが、資料が漠然として

おり抽象的であるという印象を受けた。課題や方向性について具体的なわかりやすい

計画論として書かれていなければ議論が組みあがっていかないのではないか。商業に

おけるビジョン策定では、紙だけで終わらぬよう短期、中・長期にわたるタイムスケ

ジュールを加えて計画的な議論を行っている。 

涌井委員長 市民目線で魅力的なキャッチフレーズとなっているかは重要である。資料作成にお

いて今後、気をつけていきたい。 

杉田委員 行政の資料については、島村委員同様、専門外の人間には入りにくい印象を持った。

冒頭に保全と利用についての議論があったが、地域の代表として生田緑地を全体的

に見ると、適切な保護・管理が必要ではないかと感じている。絶滅危惧種については、

そのまま放置すると強い種に負けてしまうため、人為的関与なしには保全することは

できない。もっと手をかけて保護をしていただきたい。 

また、現状の自然を多く残すことが重要であるため、園内施設は増やすべきではな

いと考えている。都市計画区域外である登戸病院裏などにおける緑地の減少はひどい

ものである。大きな木などを少しでも多く残していけるような仕組を考えていただき

たい。 

ボランティアについては、こども文化センターの事例を参考にできないかと思う。

こども文化センターでは、草が繁茂して荒れていたが、ボランティアの活動により見

違えるようになった。これは、清掃するボランティアに一定の自由度を与えたことで、

彼らのやる気が向上し、その結果きれいになったのである。生田緑地でも様々なボラ

ンティアが活動しているが、彼らのやりがいが高まるような仕組ができれば生田緑地

はもっと良くなるのではないか。 

全体的に議論に深く入り込むことができず、申し訳ない。 

涌井委員長 深く入り込めないのは私の責任でもあり、今後、資料の作り方や表現など留意した

い。 

徳田委員 先ほど、「保全、活用」ではなく「保護・保全、活用」と修正されたことが気にな

っている。一般的には保全は保護を含んでいる。また、保全と利用に関してこれまで



多く議論されてきた中で、保全に保護を加えることについては、もう少し議論すべき

ではないか。 

涌井委員長 合意形成しない部分もあったので、白紙に戻し、改めて提案させていただきたい。

確かに一般論では保全に保護は含まれるが、絶滅危惧種等の場合、ホットスポットと

いう言い方があるように考えが異なる。スポット的に保全よりもっと強化した方策を

とらないと保護が不可能であるという特殊解である。イメージとしては、緑地全体を

保護一色にするのではなく、利活用と自然との共生が取れる部分については保全し、

活用していく。そして余計な干渉を防ぐという意味ではホットスポットとしてポイン

トで管理していく。そのような考え方が明示されないと、マニュアル化した公園管理

において、絶滅危惧種等の特殊なケースに対応できない可能性もあるため、この地域

においては保護の視点をスポット的に入れたらどうかという提案をした。 

このような文言について、異論がなければ入れさせていただきたいと思う。 

垣内委員 文化財の世界では、保護の中に保全と活用が含まれる。保全は発展的に使っていく、

新たなものを作り出すという側面があり、プリザベーションとコンサベーションとは

異なる。 

再提案であるが、これまでの議論の中で使用されてきたこれらの言葉について、こ

のビジョンにおける用語の整理をし、説明つきで広めていくとよいのではないか。 

涌井委員長 ここだけで議論は尽きないと思う。この時間の中で今後の方向性が定まったとは思

わないでいただきたい。今回は、このような議論がされたということであり、もう一

度それぞれが持ち帰り、次回は施設を中心とした議論を行いたい。そして、最後にこ

れらを全て集約し、パブリックコメントに資する今後の方向性のたたき台としていく

ことでご理解願いたい。 

事務局には、今回の意見を投影して資料を見直し、次回資料に付け加えていただき

たい。次回は計画区域、施設、駐車場、アクセスなど様々なインフラについて議論い

ただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

次回資料では、施設の他、連携しているものについてもあわせてわかりやすく提示

させていただく。 

次回は6月下旬～7月中旬を目処に開催を考えており、事前に日程調整をさせてい

ただく予定である。 

事務局 

（平岡局長） 

生田緑地だけでなく、周辺の緑や生産緑地も含めた市全体のみどり行政、生産緑地

行政も含めてご議論いただき、関係部署が意見を受けとめ、各事業別の施策に落とし

込んでいく流れを作っていきたいと考えている。今回いただいた意見を真摯に受け止

め、次回大いにご議論いただけるような資料作りをしていきたい。 

本日はありがとうございました。次回も宜しくお願いいたします。 

（閉会） 

  

 


