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第７回生田緑地ビジョン作成検討委員会摘録 

 

開催日時 平成２３年１月２８日（金）１４：００～１６：１５ 

 

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、安陪委員、川島委員、佐伯委員、薬袋委員、杉田委員、徳田委員、 

倉本委員、原島委員、稲田委員、岩田委員、毛利委員 

 川崎市公園緑地協会 関口オブザーバー、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、 

 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 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 髙田、建設緑政局緑政部長・

建設緑政局緑政部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）第３回生田緑地ビジョン市民懇談会の報告について 

  （２）生田緑地ビジョン(素案)パブリックコメント実施結果について 

  （３）生田緑地ビジョン(案)について 

 ３ 閉会 

 

傍聴者 ５名 

 

会議内容  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 9 月 30 日に第６回生田緑地ビジョン作成検討委員会を開催させていただき、その

後、市民懇談会や生田緑地ビジョン（素案）へのパブリックコメントなどの様々な動

きがありました。今日は、これらの中で頂いた多くの市民の方々のご意見の結果が報

告されるということで、これについて協議をお願いしたいと思います。それから、そ

のプロセスの中で、例えば薬袋委員のように、先駆的な事例である愛知県の愛地球博

記念公園の公園マネジメント会議をご視察いただく等、委員の方々に御尽力いただ

き、今日に至っていることにお礼を申しあげます。さらに、川崎市の方も体制が変わ

ったということで、後程、ご紹介頂きたいと思います。 

今回が最終回ということになるので、生田緑地ビジョン（案）について各委員より忌

憚のないご意見を頂戴いただきたいと思います。 

 

（事務局報告） 

事務局 

（中川課長） 

・人事異動の報告（昨年11月より建設緑政担当理事緑政部長事務取扱 髙田が建設緑

政局長、建設緑政部担当部長公園緑地課長事務取扱 大谷が建設緑政局緑政部長に

就任） 

髙田 

建設緑政局長 

・就任の挨拶。 

 

（意見交換） 

事務局 

（中川課長） 

・資料の確認、欠席者の報告。 

・本日の会議の進行方法について説明。 

涌井委員長 この委員会をもってビジョンが承諾されれば最終案とさせて頂きたい。よりよいビ

ジョンにつながるように各委員よりご意見を頂戴したい。 

事務局 

（中川課長） 

・資料1「第３回生田緑地ビジョン市民懇談会の報告について」の説明。 

涌井委員長 市民懇談会には、本委員会の委員も数名が参加している。市民懇談会について質問

等があれば頂戴したい。 

特にないようなので、続いて資料の説明をお願いしたい。 

事務局 

（中川課長） 

・資料２「生田緑地ビジョン（素案）に対するパブリックコメント手続の実施結果に

ついて」の説明。 

・資料３「生田緑地ビジョン（素案）からの変更点について」の説明。 

涌井委員長 一通り説明いただいたが、生田緑地ビジョン（素案）から生田緑地ビジョン（案）

の修正した点について、例えばということで、生田緑地ビジョン（案）での該当箇所

を具体的に紹介して頂きたい。 

事務局 

（中川課長） 

P.2の区域の概要に「初山地区」の記載がないので、「初山地区」は、全て「南地区

の初山エリア」に変更している。それから、P.10 の「生田緑地の主な施設」では、

青少年科学館の写真を計画案のイメージパースに変更している。P.11 の「ばら苑」

では「主な市民・ボランティア活動等」を追記している。P.16 の取り組みの視点の
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うち「歴史・文化」の記載があまりないというご指摘をいただいていたので、P.50

の①に「地域資源」を追加した。これに併せてP.53「現状」の文章も追加している。

涌井委員長 農地に関わる修正については、どのようになっているのか。 

事務局 

（中川課長） 

P.20「④周辺の農地や樹林地との一体的な保全」の「施策の方向性」において「周

辺の」が「樹林地」にだけにかかっていたので、「農地」にもかかるよう修正した。

これはP59の参考資料から導きだしている。 

涌井委員長 欠席されている委員から事前に頂いているご意見の説明をして頂きたい。 

事務局 

（中川課長） 

・垣内副委員長の意見の紹介。（追加資料） 

・元木委員の意見の紹介（追加資料） 

涌井委員長 それでは、資料をご用意いただいた薬袋委員よりご意見の説明をして頂きたい。 

薬袋委員 資料「せたまちプロジェクト」は、世田谷町田線沿線の防災まちづくりにおける帰

宅困難者に関わる資料である。本委員会でも「防災」がとりあげられていたが、生田

緑地も関わることであり、川崎市内のせせらぎ館において開催された第３回ワークシ

ョップの模様を資料にしたもので参考にしてもらえたらありがたい。 

それから、意見としては、このビジョンについて３つ気になる点がある。 

１つ目は、既にパブリックコメントにも出てきているが、これからどのように進め

ていくのかといった時間的な今後のスケジュールが分からないので、おおまかでいい

から記載してほしいと思った。ビジョンではそういうことは示さないのかもしれない

が、最近では他自治体の総合計画等におおまかなスケジュールを示しているところも

ある。予定通り進まないおそれはあるかもしれないが、パブリックコメントでもビジ

ョンの中にきちんと示してほしいと意見があるように、こうした意見を反映していか

ないと埋もれていくおそれがあると思う。 

２つ目は、協働のプラットフォームのあり方についてであり、お配りしたもう一つ

の資料「私的中間報告 生田緑地ビジョン検討委員会」にも書かせていただいた。こ

の資料の後半には、委員長からもご紹介いただいた「愛・地球博」の跡地「モリコロ

パーク」を見学させていただいた時に感じたことを書いている。このビジョンの中で

役割についてどこまでを誰が何をやるのかといった部分がおおまかには書かれてい

るが、もう少し詳しく、例えば、植生の管理等についてきちんと書く必要がある。「愛・

地球博」の例では、ルールブックを市民と一緒につくっているのと同時に、市民と話

し合って決める部分と県側で担当する部分を明確に決めてからスタートしたと聞い

ている。不明確であると関わっている市民や様々な施設があるのでこれに関わってい

る方々も不安である。 

３つ目は、プラットフォームをつくりコーディネーターがマネジメントするわけだ

が、コーディネーターの役割は会議の時に限られ日常的にかかわるわけではない。

「愛・地球博」の跡地のモリコロパークでは、県の職員１人が担当者として張り付き、

ちょっと大げさではあるが３６５日２４時間体制で市民や団体等について対応し、実

質的なマネージャーとして機能している。垣内先生からも行政が窓口や担当者を配置

する必要があるというご意見をいただいているが、市の職員を削減するためにこのよ
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うな会議を開くのではなく、むしろ、より良くするために、もしかしたら市の担当者

を増やすことも必要になるかもしれないというぐらい真剣に考えなくてはいけない

のではないか。このことについては、指定管理者制度を導入するとあやふやになる可

能性があり明確にしておきたい。 

涌井委員長 今の薬袋委員のご提案に共通するご意見のある方がいらしたら、併せてご意見を頂

戴し、現状の市の考え方を確認したい。 

岩田委員 薬袋委員のご意見に同感である。特に、コーディネーターについては果たして１人

でいいのか。会議の時だけでいいのか。生田緑地の中での活動は毎日のことであり、

その場合のコーディネーターや指定管理者はどうなるのかといった点からも大変重

要な問題である。また、行政の窓口も一本化してほしい。何人になるか分からないが

生田緑地の顔になるような担当者やそういうポジションは重要であると考える。 

倉本委員 

 

生田緑地では、基本的にまず自然が大事とする自然側に立った構成メンバーとそれ

以外の構成メンバーがいるとすると、協働のプラットフォームのあり方については、

現状では両者が同じ距離を持った同心円状に構成されているが、まず自然側が優先的

になるようなもう少し複雑な構成としていただきたい。 

コーディネーターについては、都庁の職員として小さな公園のコーディネーターを

やっていたことがあるが、行政側のコーディネーターには人事異動という問題があ

る。一方、民間側のコーディネーターは長く続けることができるが、個人の能力的な

問題があるかもしれない。私が現在関わっている横浜の「新治市民の森」では民間の

コーディネーターの導入を検討しており、それは直接、市民、指定管理者と行政がぶ

つかるよりは、間にコーディネーターが立ち、公平な判断を行えるということである。

生田緑地においても仕事は多いと思うので１人で行うのではなく組織としてのコー

ディネーターが必要と考える。 

涌井委員長 ありがとうございました。これらの点について事務局から説明を頂戴したい。 

事務局 

（中川課長） 

 

薬袋委員のご意見にあった今後のスケジュールについては、前回9月30日の時にご

指摘、ご相談をさせていただき P.44 に「協働による管理運営の段階的な発展」とし

て追加した。生田緑地ビジョンの承諾を頂ければ、準備期として2年程度を想定して

準備会を立ち上げ試行的に運営し、マネジメント会議においてどのような形が望まし

いかを役割分担等を含めたルール作りから相談をしていく予定である。生田緑地には

様々な方々が関わっていらっしゃるので、準備期では、まずヒアリングからはじめて

お話しをさせていただき、進めていく予定である。 

また、３６５日２４時間体制でのマネジメントについてであるが、薬袋委員と同様

に「愛・地球博」の「モリコロパーク」の視察、ヒアリングを通じて、担当者の方の

熱き想いに触れ、いきなり形をつくればできるものでなく、徐々に進めながら、協働

で進めていく意識に芽生えていき、自分たちがやりたいことではなく、公園には何が

問題で何が必要かということを自ら考えるようになったという経緯を伺った。市とし

ても予め形を決めてではなく、行政の窓口やコーディネーターのあり方など「愛・地

球博」の方法をそのまま持ち込んで解決するものではないので、生田緑地らしい形を
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皆様と議論しながら進めていきたいと考えている。 

岩田委員よりご指摘のあった行政の窓口の一本化については、縦割の体制について

の問題は認識しており、まずは、横断的管理体制を始めさていただき、段階を踏んで

進めていきたい。 

また、倉本委員からのご指摘いただいた自然側の優先性については、利用者のこと

も踏まえながら、以前にご指摘頂いた必ず守らなければならない点にも注意してバラ

ンスをもって検討していきたい。また、行政は人事異動があることからも市民の方に

中立的なコーディネーターとして立ってもらうことも重要な視点だと思う。 

涌井委員長 「モリコロパーク」の公園マネジメント会議の発案者は自分なので補足する。従来

の公園では、モンスターユーザーが多く、問題があると行政側に責任を押し付け、要

望だけが強いという構図が全国的に多い。そうなると行政側は規制が先行し、利用者

が本当に大切にしたいことややりたいことについて全く解答が出てこないという弊

害が出ている。 

公園というのは、もっとも多様な市民参加の場であり、これと併せて自然保全に関

わっている方はよくお分かりだと思うが、公園の域内の自然だけではとても足りな

く、周辺の自然をどのように繋げていくのかが重要とされていることから、これほど

市民力が問われているものはない。一般の居住者としての市民のみならず、企業市民

や団体市民も含めて市民力を結集する必要がある。「愛・地球博」の成功には、10万

人ボランティアの善意が支えていたという背景があり、こういう市民文化を育ててい

くことは、行政にとっての重要な課題である。「モリコロパーク」の成功には、十分

な習熟期間があり、生田緑地では、生田緑地ならではの準備や立ち上げ、ルールづく

りについて徹底的に議論が必要である。「モリコロパーク」のコーディネーター制度

では、指定管理者も設置者の行政と同じ公園マネジメント会議の一員としてテーブル

につき議論するという体制をとっている。 

川崎は、川崎の生田緑地バージョンを確立するべきであり、準備期間を設けたこと

は結構なことであり、ここでしっかり議論することは重要である。これは、委員長と

してではなく公園マネジメントについていろいろ経験した者としての意見である。 

薬袋委員 協働の体制については、P.44の準備期だけでは乏しく、できればどのように推進し

ていくのかなどもう少しスケジュールに具体性がほしい。このままでは埋もれる可能

性がある。モリコロパークのように生田緑地において現実的に川崎市がどれだけ人員

などをかけてくれるかを危惧している。 

事務局 

（平岡局長） 

市としては、単に計画を作成したいのではなく、来年 4 月から川崎再生フロンティ

アプランの第3期実行計画が始まり、現在、生田緑地に関しても調査費等の予算措置

を行っている。P.4に短・中・長期のスケジュールを、P.43では推進施策として「協

働のプラットフォーム（短期）」として記させていただいている。実際にやることを

前提に皆さんに集まって議論をしていただいており、横断的な体制で取り組みなが

ら、予算措置などについては、別な部分において明らかにしていきたい。 

涌井委員長 この委員会の経緯を振り返ると、本来は総合企画局ではなく建設緑政局の管轄であ
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ったが、今回、総合企画局の担当に至ったことについては、この問題が生田緑地を単

体の公園としてではなく、川崎市として市民と協働のプラットフォームを構築してい

くことに関心と理解を持っていただき、これを推進していくために総合的に判断して

いく姿勢をとっていただいたと理解している。 

このほか、意見があれば頂戴したい。 

徳田委員 最後の回ということで意見を申し上げたい。前提として、こうしたマネジメントを

進めていくことに賛成である。しかし、これまでの委員会を通して感じたのだが、生

田緑地は市民の共有資産であるが、本当に全ての市民の資産として事実上なってきた

のかがよくわからない。これは今後の課題となると思うので、より開かれた生田緑地

になることを前提としていただきたい。マネジメント会議については、生田緑地に関

わる様々なステークホルダーの意向のバランスをとりながらマネジメントしていく

必要がある。ただし、これは難しい問題であり、理想と実現のギャップはあると思う。

薬袋委員のご意見に私も同感であり、事務局の方など個人に依存するのではなく、

継続的に組織としてきちんとコーディネートしていく力が必要である。そうすると委

員長のおっしゃるとおり、一定の期間を設けて誰が担当しても基本線をはずさない合

意性を明らかにした上でやっていかないと上手く進んで行かないと思う。人がかわっ

たら別の議論になるようではあればまずい。議論を積み重ねていくためのある程度の

期間は必要と考える。 

岩田オブザー

バー 

この委員会でマネジメント会議を提案してきた目的と課題をはっきりさせていただ

きたい。それはなぜかというと、生田緑地管理運営協議会が発足したら、生田緑地植

生管理協議会は消えることになるから市民部会の活動に力を入れても無駄だよと言

われた。それに耐えて活動してきた。今度はマネジメント会議をつくるまでに十分な

時間をとって話し合いをしてくれるということであるが、マネジメント会議を設立す

る目的を明確にしておいてほしい。 

自然と利用を対等に扱うというが、例えば、ホタルの里の谷戸は生田緑地の中でも

一番のホットスポットであると私は思っているので、そこで畑をやっている団体があ

るのは問題だと考えている。生田緑地のどこも同じ扱いにするのではなく、自然が優

先されなければならない場所もある。生物多様性についての配慮は常に忘れてはなら

ない。 

事務局 

（中川課長） 

ご指摘いただいた協働のプラットフォームの目的については、生田緑地が首都圏に

おいて貴重な緑地であり、様々な施設などを地域資源として活用し、これを持続的に

保全していきたい。「自然」と「他（自然以外）」が対等にあると受けられたかもしれ

ないが、守るべきものを配慮するビジョンの考え方を踏まえている。 

管理運営協議会など、生田緑地の中には様々な協議会があり、いろいろな方々が活

動されている。利用もありながら保全があり、全体的なバランスをとりながら首都圏

の貴重な地域資源として、いかに生田緑地を守っていくかということを前提としてお

り、行政と市民が対立するのでなく協働で進めるしくみとして、また、生田緑地に関

わる関係者が対立しない場としてプラットフォームは必要であり提案させていただ
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いている。 

涌井委員長 私の意見としては、議論を進めるにあたっては、２つに切り分けて考える必要があ

ると考えている。生田緑地ビジョンという今回の議論の枠組みの中では、プラットフ

ォームを積極的に設けるべきだということを記すということが1つの区切りである。

また、パブリックコメントなどにマネジメント会議、指定管理者等の方向性を明ら

かにすべきという指摘もあり、それも重要なことではあるが、これらの具体化に向け

ては、２つ目の区切りであるマネジメント会議を準備する段階の議論の中で明確にす

るべきことである。 

この点について岩田オブザーバーの意見を伺いたい。 

岩田オブザー

バー 

私は反対しているわけではなく基本的には賛成である。ビジターセンターなどは、

まさに協働のプラットフォームでやったほうがいいと思っている。 

しかし、既存の協議会はどうなるのか、いきなりゼロになるのか、今まで協議会の

メンバーとして継続してきた者にとっては不安を感じている。 

事務局 

（中川課長） 

今後は、植生管理協議会をはじめとして関係する団体の方々などにヒアリングを実

施し、望ましいプラットフォームの姿を検討していきたいと考えている。 

涌井委員長 今まで継続してきた既存の協議会についてはどうなるのか。 

事務局 

（平岡局長） 

これまで生田緑地では、ボランティア、市民、及び様々な活動団体によって活動が

行われているが、これを全てクローズするということではない。 

こうした市民主体の活動はこれまで通りしっかり活動していただき、各施設等も含

めて様々な関係の中で調整行為が必要となるので、既存の協議会をはじめとして各々

が同等の立場でプラットフォームに加わっていただき、より活発な活動が進められる

ものとしたいと考えている。 

倉本委員 植生管理協議会の立場から意見を言わせていただくと、植生管理協議会は現在、市

も含めて7団体の調整の場となっており独立した活動団体ではない。そうすると、今

後、2重なり3重の構造の調整の場を持ち続けることができるのかについて伺いたい。

事務局 

（中川課長） 

その点については、まさしくこれからご相談をさせていただきたい点である。 

例えば、全体会議のようなものを開催した場合に、当然それぞれの部会が必要とな

り、「自然」については、植生管理協議会という活動の場を自然部会とさせていただ

くのが望ましいのかということも含めて、ご相談し、ご了解をいただきながら構築し

ていきたいと考えている。 

倉本委員 

 

そうすると、植生管理協議会の調整機能というものは、直ちに取り入れられるもの

ではないという理解でよろしいのか。 

事務局 

（中川課長） 

その通りである。 

涌井委員長 このビジョンにおいて肝心なことは、多様な市民の方々の共通のテーブルを恒常的

に持とうという点にあり、それは、今までの蓄積された市民活動を否定しては全く意

味がなく、きちんと継承して発展させていくことが重要であり、これを前提とするこ

とが各委員の共通したご意見だったと理解している。 
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最後に、ご発言のなかった委員から一人ずつご意見を頂戴したい。 

杉田委員 地域の活動をしている。蛍と農地は共存できないというご意見が出ていたが、私の

理解では、蛍を殺していったのは確かに農地であったが、今、「ホタルの里の畑を守

る会」では農地をやっているが、蛍が生育するような方向で活動しているので心配は

いらないと思う。 

それから、民と官の協働は非常に大切なことである。今までは何となく官主導で進

めているものを民が見ているという状況であったのが、地域活動の中で民と官が一緒

の立場になって活動していることは良いことだと感じており、生田緑地も協働の形で

発展していってほしい。 

ゴルフ場も生田緑地の一部ということで敢えて言及すると、地域のゴルフ場として

は、高くて条件があまり良くないと感じている。食事なども以前に比べて悪くなって

おり、それは競争入札や利益追求の関係からきている。ゴルフ場も生田緑地の一部で

あるならば、地域の皆がスポーツを楽しみやすいゴルフ場にすることが望ましいと思

う。 

町会の立場でお話しさせていただくと、地域では生田緑地の存在は認識しているが、

中でどのような活動が行われているのかを知っている人は少ない。恥ずかしいことだ

が、私も最近になってようやく全部が分かるようになった。生田緑地をトータルとし

て地域に情報を発信することで、地域の理解を促すとともに、延いては、地域の活性

化につながっていってほしい。 

薬袋委員 先程、申し上げてきたことについては、このビジョン（案）に記されていなくとも、

実現してくれることを信じている。 

2 年間かけて検討するということであるが、市民も行政も、協働のプラットフォー

ムに関わる方々が他の公園の運営の仕方について勉強をする機会が必要であり、こう

した観点も含めて予算措置を考えていただきたい。有意義な議論ができる状況づくり

が必要であり、声の大きさで決定してしまうような残念な結果は招きたくないと考え

る。市民の方々がやる気になり、みんながものごとをよく理解している段階がスター

ト地点となる。 

生田緑地は、関わる団体が多いことが特色であり、これに着目した運営を進めてい

くべきである。 

佐伯委員 

 

私は、生田緑地の真ん中（東生田１丁目）に住んでいる者である。これからのビジ

ョンとして、指定管理者が全く新しく運営を進め、方向が外れていくことに懸念して

いる。 

色々と意見をいわれているようだが、地元住民にはなんの連絡や相談もなくよくわ

からない。緑の部分は指定管理、箱物についてはそれぞれ独自に管理していくようだ

が、集中豪雨などの影響で水が発生しているため、地元住民としては、緑の管理につ

いては重要と考えている。 

事務局 

（中川課長） 

指定管理については、P.37に管理運営体制のイメージを記している。緑地の維持管

理と文化施設（学芸部門）等については直営とし、共有する部分（共通する事務等）
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を指定管理としている。 

こうした維持管理について町会のほうにあまり情報がいってないということで、協

働のプラットフォームの仕組みには、地元の商店街や地域の方々等の方にもご参加い

ただき幅広い議論ができるようにしたいと考えている。 

佐伯委員 既存の協議会はどのような人達が行っているのか。協議会に所属する委員からこれ

だけの発言があるのなら、はっきりと会員名簿を示してほしい。一部の人達だけでや

っているだけなら、近隣の住民は納得しない。 

川島委員 私は10代の頃から生田緑地を知っている。植生の豊かさに和まされ、あそこの山は、

清々しい気持ちや息吹を与えてくれる場所であり、大きく姿を変えることを望んでい

ない。川崎市民のみならず、広範囲から来ていただいており、川崎の宝にとどまらず

人々の宝だと感じている。人々が喜んで利用できる貴重な資源として考えている。 

指定管理をするならば、具体的なやり方や体制等を計画し進めていく必要がある。

一定の民間の会社に任せたおざなりの管理により荒れた公園にならぬよう配慮して

いただきたい。 

安陪委員 P.16の基本方針4「多様な主体の輪を広げる」において施策の基本方向で「協働の

しくみをつくる」ということだけで終わっている。本日の議論にもあったように、P.44

で協働のプラットフォームが示されているが、地域との連携については「協働のしく

みづくり」においての書き込みが欠けている。 

区画整理が進められている登戸に住んでいるが、まちづくりの面からも、生田緑地

ビジョンにある「まちづくり」のコンセプトを区画整理の中に入れ、普及させていく

よう努力していただきたい。 

商業者の立場からの意見としては、生田緑地を核として多方面からのリピーター客

を呼べるように１日も早く実現していただきたい。 

いろいろなことを勉強させていただき、有意義な委員会であったことに感謝してい

る。 

事務局 

（中川課長） 

地域との連携については、P.46「周辺と協力し合う」において具体的に書かせてい

ただいている。 

区画整理については、粛々と進めさせていただいているところであり、連携施策に

ついてご協力させていただくことについては、今後、調整させていただきたいと考え

ている。 

徳田委員 ビジョンとしてはこれ以上のものはないくらい良いものができたと思っている。 

次は、マネジメント会議についての検討となるのかもしれないが、教育関係の立場

からの意見としては、生田緑地とは環境教育としての大切な教育資源でもある。小・

中学生から生涯学習をされている方に至るまで、有意義なプログラムを検討していた

だきたいと考える。私も隣接している専修大学に勤務しているので、大学の学生等と

の関わりを持たせるようなことができればと思う。 

倉本委員 繰り返しとなって申し訳ないが、P.14「保全と利用」について、やはり自然あって

の利用ということなので、少しだけ自然の方に重点を置いていただきたい。 
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また、P.57に用語が整理されているが、もう少しきれいにしていただきたい。 

植生管理協議会としては、有志を募り、今年度から準備を始めようとしている。参

考となる事例の見学会を予定しており、2月の末には、指定管理者による管理を実施

している公園を見学・ヒアリングする予定である。 

私は明治大学に勤務しており、植生管理活動や生田緑地の自然の調査で学生達を参

加させていただき、勉強させていただいている。生田緑地がこうしたビジョンを実現

して、色々な人々が協働している里山文化のメッカになったら、明治大学としても有

り難いと思っている。 

原島委員 防災の観点がビジョンの中でP.46の基本方針5の「周辺と協力しあう」に追記され

ており評価したい。 

ただし、パブリックコメントにもあるとおり、「周辺と協力しあう」という項目だけ

でなく、できれば「防災」という観点から別項目として立てていただきたい。P.47

の推進施策に「広域的防災機能の充実に向けた取組の推進」が「短期～中期」となっ

ているが「短期」に変更し、ウエートを置いて推進していただきたい。 

稲田委員 今まで身近に住んでいながら知らずにいて、この委員会を通じて長年活動をされて

きた人たちの知恵をいただくことにより、学ばせていただいた。 

この貴重な資源を長年に渡り守っていくための活動を、子供たちに教育プログラム

等の様々な手法を用いて提供していくことが望ましいと考える。 

今後、プラットフォームが構築され様々な意見を交わしていくことになるが、一般

市民の方が生田緑地の動きを知らない面もあるので、ビジョンのことを幅広い層に周

知できるように、広報の方法について検討していただきたい。 

岩田委員 かわさき自然調査団の事務局を担当している。調査団では、P.10の青少年科学館に

記されているとおり、教育普及活動や調査活動など様々な活動を担当し、28 年間、

生田緑地で青少年科学館の協働のパートナーをやってきている。 

生田緑地の自然を長きにわたり見つめてくる中で、7・8年前から環境の変化により

生物が消えていくことに気づいた。調査団には100人のスタッフがおり、調査・保全

活動を進めている。 

これらの活動を踏まえ、100 年先など将来の生田緑地の自然を案じて、この委員会

に応募した次第である。 

このビジョンにおいては、自然が大切にされており、将来においてこの自然が保全

していくことが議論されてきたことに感謝している。 

毛利委員 委員の方々の存在や取組みを知ったことが有意義であった。 

周辺地域の人々は知らないことが多い。パブリックコメントにもあったが、生田緑

地において行われている活動や取組みについて子供から高齢者まで理解できるよう

な情報共有のあり方や広報の方法を考えていくことが必要だと思っている。 

懇談会にも参加し、普段聞けないような意見を聞くことができ、理解を深めていく

こともでき、色々な方々と合えて良かったと思っている。しかし、学校関係や地域の

病院関係などといった地域の方々の参加が少ないと感じた。あのような場に是非参加
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していただきたいと思った。 

関口オブザー

バー 

公園緑地協会においてゴルフ場の管理を担当している。P.58に示されているように

このビジョンの考えを踏襲してゴルフ場の管理を進めていきたい。 

また、P.45に記してあるように、ゴルフ場では市民開放等の活動を行っており、こ

れからも皆さんに楽しんでいただけるような機会を増やしていきたい。 

涌井委員長 本日の各委員からのご意見、ご要望については、私に一任していただき、川崎市と

調整の上、成案とさせていただくことご了承いただきたいがよろしいか（→各委員よ

り了解） 

これまで公園緑地については、存在効用の上に利用効用があるという形で考えられ

てきたが、利用効用については語られても存在効用については具体的に語られること

はなかったが、この生田緑地については、存在効用と利用効用の共存という点に議論

の焦点があり、結果的には、公園マネジメント会議という形に昇華していき有意義な

会議だったと思う。市においてもこの点をしっかり受け止めて、なお良い方向に進め

ていただきたい。 

併せて、生田緑地が孤立しないように、様々な緑地計画においてネットワークさせ

ていくような検討をしていただければ幸いである。 

これで委員会を解消とする。委員の皆様、ありがとうございました。 

事務局 

（中川課長） 

委員長ありがとうございました。 

本日は、生田緑地ビジョン（案）にご了承いただきありがとうございました。庁内

の手続きを経て、いただきましたご意見、ご要望については、委員長とご相談をさせ

ていただきながら成案をまとめさせていただきたい。 

また、これまで現地視察も含めて参加していただいた関係部局の皆様に熱く御礼申

し上げます。 

最後に総合企画局長からご挨拶をさせていただきたい。 

事務局 

（平岡局長） 

本日は、本当にありがとうございました。 

平成21年 11月から、委員会が発足し今回で７回、市民懇談会を3回を開催させて

いただき様々な議論をしていただいた。これを踏まえ、委員長とご相談させていただ

きながら成案としていきたい。 

市としては、本日の議論でも申し上げたが、ビジョン策定に留まるのではなく、し

っかりこのビジョンに基づいて、すぐできることとできないことあるが、１歩ずつ着

実に具現化を進めていきたい。その際には、本委員会にご参加いただいた委員の皆様

のご協力、ご相談を承り、取り組んでいきたい。 

本当に、長い間ありがとうございました。 

（閉会） 

 


