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第５回生田緑地ビジョン作成検討委員会摘録 

 

開催日時 平成２２年７月１５日（木）１３：１５～１５：１５ 

 

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、垣内委員、倉本委員、安陪委員、川島委員、薬袋委員、 

 杉田委員、元木委員、原島委員、稲田委員、岩田委員、毛利委員 

 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、セレサ川崎農業協

同組合 梶オブザーバー 

 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 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、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）生田緑地ビジョン骨子（案）について 

  （２）生田緑地ビジョンの基本方針（案）について 

    ・生田緑地の施設等 

    ・生田緑地の管理運営 

    ・生田緑地に関る主体 

    ・生田緑地と北部のまちづくり 

 ３ その他 

  ・生田緑地ビジョン策定の進め方（案） 

 ４ 閉会 

 

傍聴者 ４名 

 

会議内容  冒頭に事務局から新規委員紹介があった。その後、涌井委員長からのあいさつ

にはじまり、事務局からの説明の後、議事について討議を行った。 
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（委員長あいさつ） 

涌井委員長 お暑い中、どうもご苦労様でございます。考えてみますと、大震災後の東京周辺を

どうするのかという、昭和 14 年の帝都復興計画を立てるときに、生田緑地が先駆的

に都市計画の中に位置づけられた経緯があります。戦争のさなかには防空緑地という

位置づけを得ながら、今日に至るまで営々と首都圏において緑の塊としての位置づけ

を保ち続けてきた生田緑地であります。多くの方々が、生田緑地に対して非常に熱心

に取り組んでいただいており、先月から今月の皆様方からのメールを拝見しますと、

ホタル運営の準備ですとか、それぞれの目標維持を論点としたステークホルダーの

方々の総会にお出になるといった非常に熱心な活動を拝読させていただき、感動して

いるところでございます。そのような生田緑地についていろいろご議論いただいてい

るところですが、ご案内のとおりそれぞれ個別に行政目標があり、個別の施設が出来

ています。しかし、これらを統合しながら川崎の未来の資産ということのみならず、

首都圏の緑の資産としてどのようにしていけばよいのか。また、一方では、多くの方々

が利用したいという希望を持っています。それゆえ、公園の持つ利用効用と存在効用

の並存をどのように具体的に話すのかということについて活発にご議論いただいて

いるわけです。そこで今日は皆様方に共有できるビジョンについてご議論いただきた

いと思います。前回６つのビジョンについてご議論いただきましたが、そのうちの4

つのビジョンについてご議論いただきたいと思います。例えば、生田緑地の施設をど

うするのか、管理運営はどうするのか、あるいは生田緑地に関る様々なステークホル

ダーをどう位置づけるのか、そして、ここに書かれていますが北部地域のまちづくり

をどう関連させるのかといったことについてです。このような議論を４つ取り出しま

してご議論いただこうと思います。どうぞ活発なご議論をお願いし、ご意見を頂戴い

ただきたいと思います。 

 

（意見交換） 

事務局 

（中川課長） 

・資料1「生田緑地ビジョン骨子（案）」について説明。 

涌井委員長 生田緑地ビジョン骨子についてはこれまでも議論してきたが、改めて意見を頂戴し

たい。 

岩田オブザー

バー 

ビジョン骨子（案）1ページ目の生田緑地の目指すべき方向の中にある【取組のイ

メージ/検討の視点】の中で具体的な話になったときに、自然の話が抜けて、「環境保

全」と対象が広がってしまっている。具体的な取組としては、生物多様性保全といっ

たような具体的な表現を記載していただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

そのような具体的な表現で趣旨を入れさせていただく。 

涌井委員長 そのような文言に訂正するという意味か。 

事務局 

（中川課長） 

取組イメージについては、昨年度においても議論されており、事務局が1つの意見

で動くということではなく、皆様方にもう少し議論いただければと思う。 
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涌井委員長 文言を明確な表現にしてほしいという意見についてどうか。 

薬袋委員 里山環境の保全という言葉がまずいということをおっしゃったのか。具体的な文言

の提案があれば教えていただきたい。 

岩田オブザー

バー 

資料1ページ、ビジョンの目的及び期間のところの下部に具体的な【取組のイメー

ジ/視点】の中に「環境保全、ふれあい」と書いてあるが、「環境保全」という言い方

では、対象が広がりすぎて曖昧になってしまうため、取組ということであれば具体的

なほうがよい。「生物多様性保全」や「生田緑地の自然の保全」というような具体的

な表現をしていただきたいということである。 

涌井委員長 この箇所は「取組の視点」なので、このような目線で見るということであり、「生

物多様性への配慮」といったような文言を入れても全体には差し支えないと思う。 

事務局 

（中川課長） 

視点ということなので、具体的に表現した方がよりよいと思う。 

涌井委員長 今後、緑のまちづくりプランの策定及び改定にあたっては、生物多様性基本法を含

め、環境省及び国土交通省双方においても生物多様性の視点を総合計画の中に盛り込

むことが明確になっていくと思うので、そのような言葉を入れる視点はむしろ持った

方がよい。 

川島委員 環境というと漠然としてしまうだけでなく、「環境」は「保全する」ものであると

いう感じになってしまう。環境保全という硬い言葉ではなく、生田緑地は森であり、

完全な緑という宝のようなものであることから、「森・みどりの保全」といった具体

的な表現がよいのではないか。 

涌井委員長 通じなければ意味がないので、重要な指摘である。専門である倉本委員の意見はど

うか。 

倉本委員 川島委員の意見はもっともであり、皆にわかりやすいと思う。しかし、生田緑地に

おいて守るべきものは、森だけではなく草原や湿地、そこに棲む生物まで含まれるこ

とから、全体を表すためには生物多様性を保全するといった表現がよいと思う。 

涌井委員長 それぞれの委員の意見を踏まえ、そのような視点を【取組のイメージ/検討の視点】

の中に入れていただきたい。 

その他、生田緑地ビジョンの構成イメージについてはどうか。自然、施設、管理運

営、担い手、まちづくり、情報発信の6つの柱で生田緑地ビジョンをつくっていくと

いうことでよいか確認いただきたい。 

薬袋委員 資料1ページの「ビジョンの対象区域と考え方」で、周辺農地や周辺樹林地との連

携とあるが、何か積極的に書くことが出来るのであれば、まちづくりという言葉をか

なり広く捉えるという前提で、「生田緑地と北部のまちづくり」の中に（４）として

周辺農地・樹林地との連携を記載していただければと思う。 

また、【取組イメージ】にも記載をした方がよいのかもしれないが、前回委員会で

議論にあった、地域における防災拠点や保水地としての機能等、安全性の面から生田

緑地を捉えた記述についても、どこかに記載しておいた方がよいのではないか。 

涌井委員長 もっともな指摘である。それぞれのエリア、例えば北部地域のまちづくりにおける、
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防災機能、民有林・民有農地等の分布状況や、それらと生田緑地との地理的及び機能

的関係性についての資料が入っているとよい。そこを少し説明していただき、委員に

ご理解いただいた上で、ここはこの表現を入れたほうがよいというような意見をいた

だくという取扱にしていただきたい。 

倉本委員 資料1ページ、【基本姿勢】に「保全と活用のバランス調整」という言葉があるが、

わかりにくい。前回欠席したときに事務局に伝えたことであるが、保全と活用のバラ

ンスをとる場合、常に守るべきものの方が先になくなってしまうので、まず保全を優

先するようなバランスのとり方が必要である。バランスを調整するとどうなるのかが

わからない。 

事務局 

（中川課長） 

前回委員会で、保護についての議論がかなりあり、バランスをとる前に保護すべき

ものがあるという議論があった。その議論を前提にバランスをとっていこうという形

で記載したものである。その際に、保護という言葉が皆さんにとって考え方が異なる

ため、用語解説をしてはどうかという意見もあり、これは次回素案の中で提示させて

いただく。基本姿勢としては、倉本委員の意見に沿った立場で記載している。 

涌井委員長 個人的には、バランス調整という日本語はおかしいと思う。利用効用と存在効用を

調整し、緑地空間を形成するという言い方のほうが誤解を招くことがないのではない

か。そのような言葉に修正していただきたい。 

生田緑地ビジョンの構成イメージの柱についてはどうか。異論がなければ、内容に

ついて説明を進め、その検討の中で、見出しである構成イメージの柱について意見が

あればご議論いただきたい。なお、参考資料によい資料があるので参考資料と本資料

にフィードバックしてご説明いただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

・資料2「生田緑地の主な施設の概要」日本民家園、及び別紙「事業概要（社会教育

要覧）」について説明。 

（訂正：P.3 平成18年民家園入園者数107,401人→107,701人） 

涌井委員長 施設毎に意見をうかがっていく。日本民家園について意見や質問はどうか。 

薬袋委員 日本民家園は、多くのボランティアによって支えられている。報告書等作成時には、

ボランティアの組織名称や数などを記載していただきたい。 

涌井委員長 もっともな意見である。外国人利用者数の割合よりもこちらの方が大事であり、記

載をお願いしたい。 

資料2には各施設の歳入・歳出について記載があるが、その理由についてご説明い

ただきたい。その趣旨がわからなければ、歳入・歳出について議論する意味が理解い

ただけない。 

事務局 

（中川課長） 

生田緑地内の施設運営状況についての基本的な情報であり、管理運営について効率

的・効果的という話があるので、そのための議論の一助として記載している。 

涌井委員長 硬く言えばそのとおりだが、実際にはどのくらいの収入があり、どのくらいの持ち

出しがあるのかという議論の中で、様々なステークホルダーの方々にどのように主体

になっていただき、よいものにしていくのかということを考えたときにお金の話を抜

きには考えられないので、参考までに記載したということではないのか。 
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事務局 

（中川課長） 

補足していただき、ありがとうございます。 

涌井委員長 そのような趣旨で記載されていると理解いただきたい。しかし、その観点からする

とこの資料はおかしい。歳出については投資的経費と経常費は別にすべきである。歳

出の内訳を記載しないと委員の方にも理解いただけないのではないか。 

垣内委員 委員長のご意見の通りであるが、公的施設の多いものは一括して勘定する形式が一

般的であるため、一概に事務局の不手際とはいえない。日本民家園をミュージアムと

いう括りでみると、大変よいパフォーマンスであるといえる。指定統計である社会教

育調査の統計数値を確認したが、最近は趣味の多様化も進み、ミュージアムの入館者

数は若干横ばい～減少傾向となっている。ミュージアム側も努力しているが、そもそ

もミュージアムは収益事業としては成り立たない事業であるという国際的な常識が

ある。日本においても、ミュージアムは支出を収益でカバーすることができない存在

であることを念頭においていただきたい。日本民家園のジャンルである歴史系博物館

の１館あたり入館者数は平成19年の全国平均で23,000人程度である。予算が多いと

いうことと、重要文化財があるということで、10 万人を超えてコンスタントに入場

者があると思われるが、大変パフォーマンスがよいところだと思う。歳入・歳出に関

しては、重要文化財であるため、メンテナンスに費用がかかる。いろいろなボランテ

ィアが入ってはいるが、投資的な経費も含め１億7千万円程度支出し、6千万円程度

の収入を上げているというのはまれにみる優秀なパフォーマンスだといっていい。独

立行政法人化された国立文化財機構の管理する東京国立博物館の総経費にかかる自

己収益率は平成２１年度で10.8%である。日本民家園はこれを遥かに上回っており、

これは日本民家園に関わる全ての方がサポートされているからだと思う。 

涌井委員長 日本民家園については、この分野の権威の方からお墨付きをいただいたということ

で大変よろしいと思う。 

しかし、やはり投資と経費は分けて記載いただいたほうがよい。一緒のままだと皆

さんの努力も見えなくなってしまう。歳入・歳出が記載されている趣旨をご理解いた

だくためにも、維持・管理に必要な支出がこれだけあり、なおかつどれくらい民のボ

ランティアの協力を受けているということがわかるような記載にすべきである。次回

は気をつけていただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

・資料2「生田緑地の主な施設の概要」青少年科学館、及び別紙「事業概要（社会教

育要覧）」について説明。 

涌井委員長 青少年科学館についてはどうか。 

岩田委員 かわさき自然調査団の事務局をしている。かわさき自然調査団は現在NPO法人であ

るが、元々は青少年科学館が自然系博物館として登録された翌年に、市民と行政が協

働し川崎の自然を調べるという目的のもと、募集された市民ボランティアの団体であ

る。青少年科学館もまた日本民家園同様、調査団の約100名を始めとして、科学実験

等さまざまな市民ボランティアによって支えられている。資料の中にボランティアに

ついての記載が全くないのはどうかと思う。やはりきちんとボランティアの位置づけ



 - 6 -

を記載してほしい。 

涌井委員長 もっともである。 

事務局 

（中川課長） 

以後、ご指摘の視点を踏まえて対応する。 

・資料2「生田緑地の主な施設の概要」岡本太郎美術館、及び別紙「事業概要（社会

教育要覧）」について説明。 

涌井委員長 岡本太郎美術館にはボランティアの参画はないのか。 

小林副館長 基本的にはボランティア団体の活動はない。ただし、ボランティア団体との連携事

業はおこなったことはある。 

涌井委員長 ステークホルダーがどのように関ってくるかは重要であるため、次回の資料では市

民との関り方について1項目設け、整理をお願いしたい。直接ボランティアで参加さ

れていなくとも、様々な連携や維持管理への貢献がみられるので、何人位の方が参加

されているのかを明記していただきたい。今後の議論における重要な論点であるため

追記をお願いしたい。 

事務局 

（中川課長） 

・資料2「生田緑地の主な施設の概要」ゴルフ場について説明。 

涌井委員長 質問であるが、平成 19年度から 1億 7千万円に増額したゴルフ場管理許可使用料

を川崎市の一般会計に組み入れている。総計3億円というのはどういうことか。 

事務局 

（中川課長） 

管理許可手数料として協会から市に3億円を入れていただき、特別会計とし、その

うち1億7千万円を一般会計に繰り入れて、生田緑地の維持管理にあてているという

ことである。 

涌井委員長 残りの1億 3千万円はどうしているのか。 

事務局 

（中川課長） 

1億 3千万円はゴルフ場の特別会計の中で、ゴルフ場整備や必要な用地取得にあて

ている。 

涌井委員長 生田緑地全体にかかる維持管理費はどのくらいか。 

事務局 

（中川課長） 

7ページに記載されているが、1億5千万円程度である。 

涌井委員長 1億 5千万円の内の大半をゴルフ場の収益でまかなっており、ゴルフ場が生田緑地

の質の維持を支えている側面があるということである。 

垣内委員 ばら苑に関して、募金があるということだがどのような状況か。 

大谷部長 ばら苑の募金については毎年春と秋の一般開放時に200万円～250万円の募金をい

ただいている。これらの募金は積み立てるのではなく、翌年度の新しい品種の購入原

資等に活用させていただいている。 

薬袋委員 先ほどの3億円の話と、6ページのゴルフ場の歳入・歳出の関わりについてご説明

いただきたい。 

高田理事 ゴルフ場事業は、市から公園緑地協会に管理許可を出しており、公園緑地協会から

市に3億円の管理許可使用料を支払ってもらっている。公園緑地協会はゴルフ場会計

を持っており、市もゴルフ場事業特別会計を持っている。市のゴルフ場事業特別会計

については、公園緑地協会から支払われた管理許可使用料3億円が歳入である。歳出
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については、生田緑地の管理費用として一般会計に繰り入れた1億7千万円の他は、

市が行うべきゴルフ場本体の施設改修等がある。コース改修などは公園緑地協会が行

っているが、3億円というのは市の特別会計の歳入分と理解いただきたい。 

大谷部長 6ページの生田緑地ゴルフ場歳入・歳出のグラフについて、収入金額は主にグリー

ンフィーであり、支出金額の中には市への管理許可使用料3億円が含まれていること

である。 

涌井委員長 3億円は支出の基数であると理解いただきたい。 

薬袋委員 管理許可使用料3億円以外の支出については、公園緑地協会がどのように使用して

いるのか。 

涌井委員長 3億円は市に支払い、残りでゴルフ場の人件費や肥料等、ゴルフ場を直接維持する

ために必要なものを支払っているということである。 

収入と支出が同程度であるというのは、できるだけ儲からないようにしているとい

うことか。 

事務局 

（中川課長） 

そのような意味ではない。 

大谷部長 生田緑地の維持管理のために、毎年平成20年度まで1億 7千万円、平成21年度か

ら1億 8千万円を一般会計に繰り出している。 

薬袋委員 ゴルフ場クラブハウスの建替検討等、コンサルタントに支出しているのは長期的な

投資であり、これは先ほどの1億7千万円の中で行っていると考えてよいのか。 

大谷部長 ゴルフ場特別会計の原資が3億円であり、そこから1億7千万円を一般会計に繰り

出した残りの1億3千万円の中でゴルフ場クラブハウスの設計等を行っている。1億

7千万円は別の場所でやっているとお考えいただきたい。 

涌井委員長 要するに、市が大家だということである。大家が賃貸アパート経営勘定を持ってい

て、店子からアパート改修について依頼がある場合にはその勘定から出す。インテリ

ア等については店子が改修するという構造になっているということである。 

杉田委員 クラブハウスの建替があるということであるが、そのような費用を含めゴルフ場に

相当な利益が上がるような設定をしているということではないか。そのような費用を

含めても積立が出来るような状態に持っていっているということか。クラブハウスを

何度も建て替えなければならない理由が分からない。欧米では建物を100年以上使用

するのはよくあることである。しかも、クラブハウス改修するための資金として、利

用者に相応の負担をもとめながら、市は税金をとらずにゴルフ場に利益がでるように

設定しているのかと思える。自然の確保が一番の希望であり、クラブハウスが新しい

かどうかは全く問題ではない。一般的にも新しいクラブハウスを建設する市営ゴルフ

場などはない。公営ゴルフ場は、むしろ市民の利用料低減やサービス充実による利便

性向上などに留意するものである。市のスタンスとして基本的なところが違うのかな

と思う。 

涌井委員長 この点は意見として承っておく。今日の論点は、それぞれの施設の実態について詳

細をつまびらかにするということである。今日の資料で、ゴルフ場の収益により生田
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緑地の維持管理費用の大半がまかなわれているという実態がはじめて明らかになっ

た。その中で収益源であるゴルフ場をどうするかはこの委員会の議論としては焦点が

異なるため、意見として記録にとどめた上で、今後どのようにするのか考えていきた

い。確認であるが、このゴルフ場は減農薬の対策を行っているのか。 

大谷部長 グリーンをプレーできる状態にするためには、農薬や殺虫剤を使用しなければ維持

できない。しかし、ゴルフ場から流れている滝沢池について、毎年少なくとも年1回

は水質調査を行っており、環境基準には適合しているということである。 

事務局 

（中川課長） 

・資料3「生田緑地ビジターセンターについて」説明。 

涌井委員長 これは新しい提案ということである。管理運営を一体化し、個別の部局に分かれて

いる施設等の運営についても、利用者に一体性を感じていただけるものとしてビジタ

ーセンターが必要であると考えたということである。東口につくると反対側が疎にな

ってしまうため、西口にサテライトを設けるということである。サテライトのイメー

ジはどのようなものか。 

事務局 

（中川課長） 

サテライトの規模は大きくはないが、情報発信を共有できるものであり、動線を伝

えることの出来るスペースと考えている。 

涌井委員長 シナリオとしては、ビジョンをつくっていく上でこれから行動していこうというこ

とである。この提案についてはどうか。 

岩田委員 ビジターセンター機能は絶対に必要であると感じている。かわさき自然調査団で

は、多摩・三浦丘陵の連携の関係で、2年ほど前から県西及び県央からの生田緑地見

学希望の団体や行政を案内しており、そのときに交流するスペースとして 40～50 人

の収容スペースが必要である。青少年科学館の工事以前は、館長の配慮により学習室

が利用できた。ビジターセンター機能を持たせるのであれば、40～50 人が交流でき

る会議室があるのかどうか。その際、ビジターセンターの会議室は、行政の紹介によ

る見学者団体及び一般に広く活動しているボランティア団体の活動の場として利用

できるのか。また、スペースが設けられない場合は、生田緑地内にある教育委員会管

轄の他施設が利用できるなど代わりの場が設けられるようにしていただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

会議スペースの具体的な利用勝手については皆さんのご意見をうかがいながら検

討していく。8ページの「ビジターセンターに必要な機能及びスペース」として、生

田緑地の多様な主体との連携機能として会議スペースを予定しており、当然生田緑地

に関係する方が生田緑地に関する会議に利用するということで記載している。具体的

な利用方法についてはこれからであるが、そのような目的で利用していただくという

ことを想定している。 

涌井委員長 様々な箱物があり、それぞれに会議機能がある。なぜ選別的に利用されねばならな

いのか疑問である。 

事務局 

（中川課長） 

青少年科学館改築の中でも、新たにいろいろな機能を付加するので、その中で使え

るかどうか検討させていただきたいということである。 

涌井委員長 縦割り行政の陣取り合戦ではないのか。縦割りを強化して市民に背を向けるような
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スタイルはよくないので、それぞれの箱物の運営者の方に考えていただきたい。 

また、いくらボランティアを募り、協力を要請しても、活動のための整備がされて

いないのは矛盾している。ボランティアが着替えたり物を置いたりする場所がどこに

もない。市民と連携する以上は、善意ある市民が気持ちよく使っていただける活動ス

ペースがどのように供給できるかが先である。現実には、生田緑地でボランティアを

されている方々は、泥で汚れた衣服を自分の車の中で着替えなくてはならず、車の中

に入った泥を掃除しなければならない。荷物を置く場所にも困っている状態である。

表口をきれいにするだけではなく、勝手口から入ったときにきちんと始末がつく状態

でなければ、市民や多様なステークホルダーに協力していただくなどという言葉は使

えないはずである。その点をよく考えていただきたい。 

岩田委員 青少年科学館改築にあたり、科学館裏にある生田緑地の谷戸とホトケドジョウを守

る会や生田緑地の雑木林を育てる会等の倉庫がどうなるのかが切実な問題として目

の前にある。教育委員会、総合企画局、道路公園センターで考えていただけるという

ことであるが、まだ結論は出ていないので何とかしていただきたい。 

涌井委員長 その点については考えていただいていると思う。このようなビジターセンターを作

る場合、ビジターに対してサービスする人々の位置づけをきちんと設計の中に入れて

おくべきである。各地でこのような計画をつくっているが、往々にして見落とされて

いるケースが多々あり、必ず入れるようにしている。ただし、管理責任の問題がある

ためけじめをつける必要はあるが、皆で共有していこうというのであればこのような

しつらえが必要であるということであり、ご検討いただきたい。 

川島委員 生田緑地のボランティア活動を行っている知り合いに話しを聞くと、やはりボラン

ティアのための場所がないということである。サテライトは現状の事務所を残すため

に設置しているのか。役人の詰所だけ確保するのかと思えてしまう。それよりも大勢

の方が参画して生田緑地が維持されていくという方向付けの形をするような場所に

していただきたい。あれだけ大きな緑地は宝であるので、それを維持するために活動

するボランティアのための場所として確保していただきたい。 

涌井委員長 ボランティアのための場所というのはその通りであると思う。市民参画を考えてい

るなら、その受け皿をきちんと整備していただきたい気持ちがあるので、それを汲ん

だ計画をたてていただきたいということである。園路の中にあれだけ施設があるので

それぞれに使用したい気持ちはわかるが、箱の中で抱え込むのではなく、それらを共

用し、共有化していく努力が必要である。次から次に建物ばかりが生田緑地の中につ

くられるようではいけない。 

薬袋委員 今回、管理運営についてスポット当ててビジョンを考えるということであったが、

管理運営に関っていく上で、箱物のプランニングについても意見を聞いていただきた

い。生田緑地に関る人々の意見が反映されるべきであり、むしろ反映されないとうま

く維持管理に関わり続けることができないのではと思う。生田緑地内にある現状の施

設については、全て最終案が固まるまで意見を述べる機会がなく、計画案についても

開示されることがなかった。今後ともそのような姿勢で行くということか。あるいは
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ビジョンの中でプランニングのあり方について、維持管理・運営の一部と捉えて今後

検討する枠組みを作っていくのか。 

涌井委員長 行政が回答すると誤解を招くと思われるので、私の承知する範囲で答えさせていた

だく。各施設についてはそれぞれに学識を含んだ検討会があり、その中で民主的なプ

ロセスを踏まえてひとつの方向が決まってきた。今回のように、横につないでいくと

きに、縦をばらして横の議論に展開していくとすると収集がつかないことになりかね

ない。縦の議論を尊重しつつも、共用・共有スペースについては、今後川崎市の緑地

運営に関して場内のみならず場外にある民有緑地や農地の協力をいただく場合、いろ

いろな意見を聞いていく柔軟な対応をしなければ、横の連携といってもうまく進まな

い可能性があることを了解することが重要である。 

垣内委員 ビジターセンターは平成 22 年度の設計となっているので、かなりプロセスが進ん

でいるのではないか。例えば文化施設などで、活動内容を決める前に席数などホール

の仕様が決まってしまうと、会館後うまく稼動しないといった問題が見られる。まず、

何をするのか、どういった活動をするのかを決めた上で、それにあわせた仕様にする

のが手順である。何をするかは決まっているのか。また、連携機能についてどのよう

に考えているのか。現状で決まっているところまで教えていただきたい。また、可変

性がある場合には、今後の意見反映の可否がわかるため説明していただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

役所は単年度予算のため、今年度は設計の予算を取り、準備をしている。可変性に

ついても、これで固まっているということで案を示しているのではなく、機能を整理

している段階なので多少余地はある。必要な機能や利便性、生田緑地の自然をいじめ

ない規模であるといったことを考慮した結果として提案させていただいている。広さ

は工事予算やスペースの関係から概ね 400 ㎡とし、会議スペースは 60 ㎡を想定して

いるなど概ねの枠はあるが、岩田委員の意見にあったように広い会議スペースが必要

ということであれば展示スペースを削り、調整するという余地はある。この1ヶ月く

らいで皆さんと議論させていただいて、必要な部分を調整したい。今日はじめて外に

出させていただいたので、必要に応じて市民団体等にご説明させていただく。この委

員会をキックオフとして議論をさせていただきたい。 

涌井委員長 提案であるが、情報革命が進行する中で今後、携帯端末を利用した説明等は自然を

いじめることもなく非常に有効であると思われる。ミニＦＭ局を設置すれば、どこに

いても最新のイベントや自然の情報が分かるようにすることができる。どうせ施設を

作るならそのような新しい魅力を作るものするなど検討の必要があるのではないか。

また、今検討しなければ、10 年後には陳腐化してまたビジターセンターを作らなけ

ればということになりかねない。 

事務局 

（中川課長） 

・資料4「生田緑地における新たな管理運営体制」について説明。 

涌井委員長 先ほどはハードの提案であったが、こちらはソフトの提案である。管理については

指定管理者制度を導入し、運営については様々なステークホルダーの協働のプラット

フォームとなる公園マネジメント会議を設定し、進めていこうという提案である。 



 - 11 -

倉本委員 ボランティアが管理していた生物空間が指定管理者の管理に変わるとどうなるか

という研究を始めたところであるが、必ずしも指定管理者制度がよい結果をもたらす

とは限らない。意思決定が複雑になり、迅速にその場所の生物を守ることができなく

なることがある。また、指定管理者という民間の団体が行政とボランティアの中に入

ることで、ボランティアの位置づけも変わってくる。指定管理者制度導入の際に、生

田緑地の自然に対してどのような責任を持った体制ができるのか説明いただきたい。

事務局 

（中川課長） 

10ページ、「生田緑地マネジメント会議の係わる範囲 イメージ」にあるように、

管理・運営・整備の全体的な責任は市が負うことになっている。ボランティアの位置

づけについてはマネジメント会議で議論していかねばならないと考えている。 

倉本委員 それは当然であるが、意思決定にあたり川崎市が直接決定にするのか、またはマネ

ジメント会議を経て係わるのかについてうかがいたい。例えば、現状として自然保護

上、清掃に問題があるが市が直接意思決定する現状においても、すぐに対応できてい

ない。それが複雑なシステムになった場合、すぐに対応できるのかということである。

現在の植生管理協議会の立場からすると、問題であるので説明いただきたい。 

事務局 

（中川課長） 

現状の管理運営に問題があることは認識している。指定管理者は行政の管理代行で

あり、どれだけ仕様書に詳細に取り決めできるかということである。そのためには、

植生管理協議会に知恵をいただき、仕様書に入れていきたい。まだ体制のイメージで

あり、具体的な進め方については皆さんのお知恵をいただきながら検討していく。 

涌井委員長 倉本委員の意見を解説すると、指定管理者という管理代行になることで、迅速な対

応が出来ないのではないかということや、一律平均的な植生管理がされて、個別の質

に対応できるきめ細かな管理が失われてしまうのではないかということである。 

それは問題であると受け止めて、今後議論していくという回答か。 

鈴木室長 その点については、どのような管理者を選定するかが重要であり、任せるべき役割

の仕分けが重要であると認識している。今後、生田緑地で活動するボランティアの

方々のご意見をうかがいながら検討を進めていく。 

涌井委員長 指定管理者の選定要件にかかわる問題である。指定管理者が多様な管理が可能な見

識を有しているか、植生管理協議会の意見の取り入れる仕組があるのかということが

要件としてなければ、管理上の問題が生じることがあるという指摘は非常に重要であ

り、今後検討が必要である。 

薬袋委員 指定管理者導入については、管理運営体制の議論における第一のポイントである。

資料には指定管理者制度による横断的管理運営体制のメリットについての記述はあ

るが、指定管理者を入れるデメリットも明記すべきである。メリット・デメリットの

両方を見なければ判断は出来ない。指定管理者の導入は、単なるコスト削減目的では

うまくいかない。優秀な指定管理者に委託するためには、公務員よりもコストがかか

るかもしれないということも認識したうえで検討していただきたい。 

指定管理者制度が導入されている公園を複数見たが、比較的良好に管理されていた

のは、指定管理者に絶対的な管理権限を持たせ、専門家のアドバイスの下、全体的に

管理を行っているケースであった。しかし、生田緑地には異なる考えを持った様々な
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ボランティアが活動しているため、自治体がボランティア団体の意見をとりまとめる

立場をとるのがよいと思う。 

涌井委員長 重要な議論であるのでデメリットは表示すべきである。次回の委員会までにデメリ

ット表示をしていただき、指定管理者導入の是非について議論していきたい。 

管理運営体制のスキームができて初めてビジターセンターの図が描けるのだが、両

者はリンクしていないのか。 

事務局 

（中川課長） 

リンクしているつもりである。 

涌井委員長 つもりならば、リンクしていることを次回説明していただきたい。 

しかし、横断的な管理体制の構築について市は真剣に考えていることは委員の方々

にも評価していただきたい。 

ところで、マネジメント会議について愛・地球博の事例を申し上げたい。愛・地球

博は、愛知青少年公園の敷地を利用して開催したのであるが、万博閉会後、県は青少

年公園に戻そうとした経緯がある。しかし、愛・地球博の成功は、多くの市民や多様

なステークホルダーが様々な形で参画したことであり、この運動抜きには愛・地球博

記念公園はありえない。公園という「もの」ではなく、意識や仕組が残ってはじめて

愛・地球博が成功したといえるのである。そこで、公園マネジメント会議が設立され

ることになった。現在でも公園のマネジメントを外に拡大していこうという動きがあ

り、今年の 10 月 1 日には地球市民交流センターが開設予定である。マネジメント会

議の設立にあたり、苦労したのはボランティアの取りまとめである。皆、自分の団体

の主張ばかりして、隣同士なかなか手を繋がない。１つのことへの執着心は物事の究

明には有益だが、連携を目指す場合には障害となる。全体について、こういうことを

聞いていかなければならないという方向性で進めないと、取りまとめはうまくいかな

い。30 年前、とうきゅう環境浄化財団を設立したときも同様のことがあった。皆、

自分の専門についてしか言及せず、全体としてどうするかという議論になると答えが

出ない。このようなことは往々にしてあるため、これからは連携していくことが重要

であると思い、公園マネジメント会議を設立した次第である。設立には4年間を要し

たが、それぞれの立場の人間が胸を開いて話し合える環境をつくったため、現在うま

く運営できており、最近では大学や企業の参画もみられるようになった。 

生田緑地についてもこのような成果があげられるとよい。公園マネジメント会議が

しっかり運営できれば、北部のまちづくりとの連携や、周辺里山の保存、多摩川や周

辺農地との連携もうまくいく可能性がある。コアである生田緑地の運営がしっかりし

なければ、バッファーもつなぎとしてのコリドーもうまく絵が描けない。このあたり

は議論が必要であり、そのための資料を次回用意していただきたい。 

倉本委員の意見によると、管理と運営を分けたときに管理が平面的にならないかと

いう問題があり、指定管理者の要件になるということなので、次回、回答いただきた

い。また、ビジターセンターと管理運営体制との関係についての議論のための資料を

お願いしたい。 
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事務局 

（中川課長） 

・資料5「生田緑地ビジョン基本方針（案）」について説明。 

涌井委員長 今回の趣旨は、基本方針の方向性を確認し、結論を得ることか。あるいは意見を求

めることか。 

事務局 

（中川課長） 

スケジュール上、次回委員会で基本方針6及びビジョンの素案を提示し、了解いた

だければパブリックコメントに図る予定である。今回の枠組みを理解いただければ、

これに沿った形で整理させていただきたいと考えている。 

涌井委員長 ビジョンの内容について意見はどうか。基本方針3「効率的・効果的に管理・運営

する」とあるが、このままだと誤解を生じる危険性があるため、「自然の特質に配慮

し、生田緑地固有の価値の維持・向上を図ることを前提として」という文言を入れて

はどうか。 

薬袋委員 効率的な管理運営について気になる点がある。生田緑地は都市計画で指定されてい

るが、指定の目的はより多くの市民への緑や自然の供与であると理解している。緑は

収益が上がるものではないので、費用の話が重要なことはわかるが、何が効率的・効

果的であることなのかを明確にしていただきたい。また、ゴルフ場は年 1～2 回の開

放があるものの、原則としてプレーヤー以外享受できない。川崎市が指定している場

所であるにもかかわらず、一般の人が利用できない面積が相当数占めているのはおか

しいのではないか。利用料が生田緑地の維持管理費として還元しているという理屈も

分かるが、小田急への対応と異なるのは理解できない。より多くの市民が緑を享受で

きるよう小田急にお願いしている一方で、自前のゴルフ場では行わないまま、効率

的・効果的運用を行うというのはどういうことか。 

マネジメント会議における行政の参画の仕方についても重要だと認識している。生

田緑地管理運営協議会にも行政が参加しているが、担当者レベルで決定することがで

きないため、意見交換や確認の場でしかない。マネジメント会議においても同様であ

るならば、あまり効果的な運営は望めないと感じている。対策としては、どこまで踏

み込むのかそれぞれの立場を事前に明確に規定することが必要である。また、地域と

の連携において決定は誰がするのかも不明である。生田緑地内の施設との連携やサイ

ン計画等、細かな個々の計画等近々の短期的な目標についてどうするのかが、時間的

なプロセスも含めて見えてこない。これらが明確でないと、パブリックコメントにか

けても市民から意見はあがってこないのではないか。 

涌井委員長 この指摘も反映していただきたい。 

岩田委員 生田緑地の保全を市民として行っているが、指定管理者が入った場合に、希少種の

保全活動を行っている我々の立場はどのようになるのかが全く分からないまま議論

が終わってしまった気がする。 

涌井委員長 それはこれから議論していく話であるので大丈夫だと思う。 

垣内委員 骨子には基本方針が6つあるが、資料5には基本方針2から5までしかない。基本

方針1及び6についてはどうなっているのか。 

また、マネジメント会議について、構造や意思決定、責任体制がわかりにくいので
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もう少し明確な資料をお願いしたい。 

事務局 

（中川課長） 

基本方針1については、前回委員会資料で記載しているため、今回は添付していな

い。基本方針6については、次回委員会で提示する予定である。 

涌井委員長 マネジメント会議は、いち係の下に入るものなのか。つまり、川崎市の行政機構に

おけるパークマネジメント会議の位置づけが明確でなければ議論できないと認識し

た上で、次回、回答いただきたい。 

また、ゴルフ場についてもお金の議論だけでなく、ゴルフ場以外に使っていない区

域の防災機能など、地域づくりにおける機能を明確にする必要がある。クラブハウス

改築についても非常時のスペース利用等、地域で利用できる機能性を付加することが

重要であることを念頭においていただきたい。 

涌井委員長 時間は延長したが、中身の濃い議論が出来たと感じている。次回修正時には今回の

意見を踏まえ、単に意見だけ記載するのではなく、その実行可能性についても色分け

をしていただきたい。資料は早めにいただければなおよい。 

事務局 

（中川課長） 

本日は大変貴重な意見をいただき、ありがとうございました。委員長の意見を参考

にさせていただき、8月6日の市民懇談会で意見をいただきたいと考えている。 

次回は9月下旬～10月中旬を目処に調整を考えており、そのときに基本方針6「生

田緑地に関する情報発信」について提示させていただく。また、今回不足している書

き込みについても素案の段階で充実を図り、方向性についても短期的、中・長期的な

実行可能性についても視野に入れながら素案として対応できるよう準備をさせてい

ただきたい。予定通り 11 月にパブリックコメントを行うことが出来るペースで進め

させていただきながら、3月にビジョンを策定できればと考えている。 

事務局 

（平岡局長） 

本日は、ご議論いただきありがとうございました。総合企画局は庁内の調整を図る

部署であるので関係部局と調整し、よいビジョンを作っていきたいと考えている。管

理運営について、指定管理者については公園単体では経験があるが、今回は複合的な

管理運営を行うという初めての試みに近いものなので、色々なメリット・デメリット

があることは十分承知している。今日の資料が具体的に対応したものになっていない

のは事務局として不徳のいたすところであり、次回しっかりご理解いただけるように

したい。いろいろな案があるとは思うが、最初のチャレンジとしてはこの形がよいの

ではないかと提案させていただいている。また、マネジメント会議についても、パー

クマネジメントが生田緑地にカスタマイズしたときにどのようになるのか暗中模索

ではあるが、運営上、関係者がどのように連携できるのかが重要だと考えている。マ

ネジメント会議という枠組みだけ作って終わりというわけにはいかないが、マネジメ

ント会議は行政組織の一部ではない。しかし、意思決定の過程における位置づけにつ

いては重要であり、庁内整理も必要である。意思決定の具体の流れについては、行政

が参画できるあり方の整理をしながら、次回提示させていただきたいと考えている。

本日は熱心なご議論をいただき、私どもの参考になるご意見を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） 

 


