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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 

 

１ 概要 

  平成２２年１０月に策定した生田緑地ビジョン（素案）につきまして、平成２２年

１１月８日から１２月７日までの間、市民の皆様の御意見を募集いたしました。 

  その結果、２３通（意見総数 ９５件）の御意見をいただきました。御意見の内容

とそれに対する市の考え方を次のとおり公表いたします。 

 

 

２ 意見募集の概要 

題  名 生田緑地ビジョン（素案） 

意見の募集期間 平成２２年１１月８日（月）～平成２２年１２月７日（火） 

意見の提出方法 電子メール、ファックス、郵送、持参 

意見の周知方法 ホームページ、紙資料の設置（かわさき情報プラザ、各区役所他）

結果の公表方法 ホームページ、紙資料の設置（かわさき情報プラザ、各区役所他）

   ※下記のとおり、生田緑地ビジョン市民懇談会を開催しました。 

    １１月２０日（土） １４時～１６時３０分 多摩区役所  出席者 ３０名 

 

 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数）    ２３通（９５件）

電子メール  １６通（７４件）

ファックス     ６通（１８件）

 郵 送    １通（ ３件）

 

 

 

 

 

資料２ 
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４ 御意見の内容と対応 

  パブリックコメントの結果、生田緑地の自然や施設に関することに多くのご意見を

いただきました。自然についてはビジョン（素案）の趣旨に沿った御意見が多く、施

設については、今後の施策を推進する上で参考にさせていただく御意見が多く寄せら

れました。また、一部の御意見については、ビジョン（素案）の中に内容を反映しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●御意見の件数と対応区分 

項   目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 
合

計 

１ 生田緑地ビジョン（素案）全般に関すること ５ ７ ２ ４  １８

２ 生田緑地の自然に関すること ２ ９ １４   ２５

３ 生田緑地の施設に関すること  ８ １３ ２  ２３

４ 生田緑地の管理運営に関すること  ４ ５ １  １０

５ 生田緑地に関わる様々な主体に関すること ２  ９   １１

６ 生田緑地と周辺のまちづくりとの連携に関すること  １ ２   ３ 

７ 生田緑地の情報発信に関すること  １ ２   ３ 

８ その他   １  １ ２ 

合  計 ９ ３０ ４８ ７ １ ９５

 

具体的な御意見の内容と、それに対する市の考え方の詳細につきましては、次ペー

ジ以降を御参照ください。 

 

【御意見に対する市の考え方の区分説明】 
Ａ 御意見を踏まえ、ビジョンの内容に反映させたもの 
Ｂ ビジョンの趣旨に沿った御意見であり、既にビジョン（素案）に反映されているもの 
Ｃ 今後の参考とする意見・要望 
Ｄ ビジョンに対する内容確認 
Ｅ その他 
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具体的な御意見の内容と市の考え方【詳細】 

 

 

 

１ 生田緑地ビジョン（素案）全般に関すること（１８件） 

意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 
反映

状況 

①生田緑地ビジョンの趣旨に賛同・評価 

（大筋ではこれでよい、よくまとめられてい

る、利用に重点を置いてないところを評価、今

までの行政計画で避けられていたところに及

んで保全の方向性を示している、平成１５年度

から市民参加で作成した計画を尊重してほし

い等、同様な趣旨の意見も含め 計 ５件） 

生田緑地ビジョンにつきましては、誰

もが共有できる生田緑地の将来像を示

すものとして策定を進めております。生

田緑地の基本理念「豊かな自然・文化・

人・まちが共に息づき緑がつなげる持続

可能な生田緑地の実現」のため、今後と

も取り組みを進めてまいります。また、

当ビジョンは、これまでに市民参加で策

定された生田緑地整備構想などを踏ま

えております。 

Ｂ 

②基本理念「豊かな自然・文化・人・まちが共

に息づき、緑がつなげる生田緑地の実現」は、

「緑がつなげる」→「緑がつながる」にしては

どうでしょうか。（計 １件） 

基本理念につきましては、生田緑地の

めざすべき将来像として、策定検討委員

会の中で確認され、御指摘の趣旨に沿っ

たものと思われますので、今後の参考と

させていただきます。 

Ｃ 

③基本方針の構成等について 

（①「自然を守り、育む」と②「施設の魅力

を高める」が目的、その他の方針が手段なので、

同列に扱わずに整理してはどうか、①「自然を

守り、育む」と②「施設の魅力を高める」は相

反するので判断基準が提示されれば良いと思

います。 計 ２件） 

基本方針の構成につきましては、「自

然を守り育む」ことと「施設の魅力を高

めること」を２つの柱とし、その取組の

方向性を明確にする方針についても、並

列で整理をしております。 

また、基本方針１「自然を守り,育む」

の中で、施策の方向性として、自然環境

の保全及び適正利用に向けたルールづ

くりをお示ししており、こうしたルール

作りの中で判断基準を検討してまいり

ます。 

Ｂ 
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④取組の視点「歴史・文化資源の継承・活用の

あり方」について記載した内容がないことにつ

いて。（平和の視点や登戸研究所資料館の記載

が欠落していることも含め 計 ２件） 

御指摘の「歴史・文化資源の継承・活

用のあり方」の視点につきまして、生田

緑地ビジョンの中に反映してまいりま

す。 

Ａ 

⑤生田緑地ビジョンの早期の事業化と組織化

について。（計 １件） 

生田緑地ビジョンを推進するために、

平成２３年度に「（仮称）生田緑地マネ

ジメント会議」の準備会を設置し、引き

続き検討を進めてまいります。 

Ｃ 

⑥岡本太郎美術館と日本民家園、青少年科学館

などは、造られた年代の順番に表記すべきと思

います。（計 １件） 

施設の表記順につきましては、川崎市

事務分掌規則及び川崎市教育機関事務

分掌規則の順（いわゆる組織順）により

表記しております。 

Ｄ 

⑦団体名は正確を期するために「」（括弧）で

くくってほしい。（計 １件） 

 

御意見を踏まえて、修正させていただ

きます。 Ａ 

⑧ページの生田緑地の「区域の概要」は 3つの

地区に分けられていて、その中に「初山地区」

はありません。「南地区の初山エリア」などは

いかがでしょうか。（計 １件） 

 

御意見を踏まえて、修正させていただ

きます。 
Ａ 

⑨1 ページについては「川崎市の都市計画“第

一号"として指定された緑地」と「第一号」を

入れて欲しいです。（計 １件） 

 

御意見を踏まえて、修正させていただ

きます。 
Ａ 

⑩２ページ南地区は東三田 2.3 丁目ではなく、

正確には東生田 2・3丁目ではないでしょうか。

（計 １件） 

 

御指摘の箇所は、ゴルフ場前駐車場等

のエリアを指しているため、素案の通り

東三田 2・3 丁目となります。 
Ｄ 

⑪１２ページの図の中で、ばら苑の位置づけは

どうなっているのでしょうか。（計 １件） 

ばら苑につきましては建設緑政局が

所管をしていますことから、１２ページ

の【現状の管理運営体制】の緑地維持管

理業務に位置づけております。 

Ｄ 

⑫３８ページに協働のプラットホーム(再掲)

とありますが、４４ページが本掲です。 

（計 １件） 

協働のプラットフォームにつきまし

ては、最も関係の深い、４４ページを本

掲として位置づけ、３８ページを再掲と

しております。 

Ｄ 

 



 第７回生田緑地ビジョン策定検討委員会 配布資料（11/01/28）  

 

 5

 

２ 生田緑地の自然に関すること（２５件） 

意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 
反映

状況 

①生田緑地の自然について 
（貴重な自然と触れ合える生田緑地が残って

いることが嬉しい、後世にも残したい、自然と

触れ合えることができる生田緑地であってほ

しい 計 ３件） 

生田緑地ビジョンの基本方針１「自然

を守り、育む」に基づき、生田緑地の豊

かな自然環境の保全・育成や、自然とふ

れあえる機会の創出に取り組んでまい

ります。 

Ｂ 

②生田緑地にこれ以上施設を増やさないでほ

しい。（集客を狙った施策に偏重している印象

が強く緑化域を広げる視点が見えてこない、構

築物を作らないようにしないと緑地を守れな

い、緑にこれ以上手を入れないでほしい等、同

様な趣旨の意見も含め 計 ４件） 

生田緑地ビジョンの基本的考え方の

中で「緑地の存在効用を前提とした利用

効用との調整により、両者が好循環する

しくみをつくる」としております。この

考え方に基づき、自然環境の保全及び適

正利用について検討を進めてまいりま

す。 

Ｃ 

③生田緑地を 1970 年代の状況に戻さなければ、

里山の動植物が戻ってこないです。（計 １件）

生田緑地の動植物の保全・再生の取組

みを進めるために、生物多様性の保全の

目標設定や保全手法について検討を進

めてまいります。 

Ｃ 

④プラネタリウム館の改築によって周辺の樹

木が伐採されるが、配慮に欠けています。 

（計 １件） 

青少年科学館の改築に伴う周辺樹木

の伐採については、必要最低限となるよ

う、生田緑地で活動する団体の方々とも

協議し、植生に配慮しながら進めており

ます。 

 

Ｃ 

 

⑤新規で建築するものに関しては、RC 造りにこ

だわらず民家を移築・再利用する、地元の規格

外の余った材木を利用し、在来工法で建築して

どうでしょうか。（計 １件） 

御意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 
Ｃ 

⑥生田緑地のルールづくりについて 

（子ども達に自然触れさせたいと皆が願いつ

つ、現状は、生き物を取ってはダメなど制限が

多く、保全を大切に思いつつこれで良いのかと

思う事が多いです。 計 １件） 

 

生田緑地ビジョンに基づき、自然環境

の保全を図りつつ自然とふれあえる機

会をつくるなど、適正な利用に向けたル

ールづくりを進めてまいります。 
Ｂ 

⑦20 ページの「④農地や周辺樹林地との一体的

な保全」に「周辺の農地と周辺樹林地の現状」

が記載されていません。（計 １件） 

 

御意見を踏まえて、修正させていただ

きます。 
Ａ 
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⑧環境教育プログラムの充実や盗掘などの利

用者マナー、意識改革の促進に関する意見 

（計 ２件） 

 

生田緑地ビジョンに基づき、環境教育

の充実やマナーの向上などの取組みを

進めてまいります。 
Ｂ 

⑨17 ページの■課題の 2つ目の中に「・自然保

護の学習（啓発）が必要」と入れるべき  

（計 １件） 

 

御意見を踏まえて、修正させていただ

きます。 
Ａ 

⑩公園の維持管理について 

（公園の管理について、緑地全体をカバーする

公園管理マニュアルの必要性・これまでの公園

管理について 計 ２件） 

 

生田緑地ビジョンに基づき、貴重な動

植物に配慮した公園管理マニュアルの

作成などの取組みを進めてまいります。 Ｂ 

⑪19 ページ「③里山環境の再生・充実 ■現状」

の部分一番目と二番目の「・」の部分ですが、

この団体は生田緑地全域が活動エリアですの

でその点を明記すべきと思います。（計 １件）

 

 生田緑地内で特定のエリアを中心に

活動を行っている団体のみ活動エリア

の記載をしています。 Ｃ 

⑫川崎市のエコロジカルネットワークの核で

ある生田緑地は広域的観点からも、この自然を

守り育むという「基本方針１」は最重要であっ

て、最優先されなければならないと思います。

（計 １件） 

生田緑地ビジョンは、「緑地の存在効

用を前提とした利用効用との調整によ

り、生田緑地の貴重な自然環境を将来に

わたって守っていくための構想であり、

御意見の趣旨を反映したものと考えて

おります。 

Ｂ 

⑬稲田登戸病院跡地の保全について 

（計 ２件） 

当該地は生田緑地に連担する区域で

ございますので、地権者の意向を踏まえ

ながら検討してまいります。 
Ｃ 

⑭枡形山展望台の景観の改善について 

（計 ３件） 

生田緑地として、めざすべき景観や自

然のあり方の共通目標を設定した上で、

方向性について検討してまいります。 
Ｃ 

⑮26 ページ「② ■現状」の中にこそ 20 ペー

ジの「④ ■現状」のホタルの里の現状を入れ

るべきです。（計 １件） 

それぞれの市民活動団体の活動の目

的等に配慮して記載しておりますが、御

意見につきましては今後の参考とさせ

ていただきます。 

Ｃ 
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３ 生田緑地の施設に関すること（２３件） 

意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 
反映

状況 

①民家園の充実について 

（もう少し充実すれば多くの人が訪れる場所

になる・ボランティアグループの私語や対応に

ついて 計 ２件） 

 

御意見の趣旨につきましては、担当部

署へ伝えるともに、改善に向けた参考と

させていただきます。 Ｃ 

②生田緑地ゴルフ場について 

（段階的な閉鎖と里山をテーマにした公園化、

ゴルフ場の存廃の議論やクラブハウスの建て

替えの経過を明らかにしてほしい 計 ２件）

ゴルフ場につきましては、収益の一部

が生田緑地の維持管理に充当されてい

ることからも、健全経営を前提に、引き

続き継続してまいります。クラブハウス

につきましては、建設以来、五十有余年

が経過しており、建物や施設の老朽化が

進んでいることから、プレーヤーの方々

が、安全かつ快適に御利用いただけます

よう建て替えを検討しております。 

 

Ｄ 

③東口ビジターセンターについて 

（駐車場内ではなく、民家園の入り口やレスト

ハウス跡地に設置してはどうか、ビジターセン

ターの設置に賛成する。ビジターセンターをボ

ランティア活動のために整備してほしい等、同

様な趣旨の意見も含め 計 ４件） 

御意見の趣旨について、参考とさせて

いただき、東口ビジターセンターの機能

や環境への配慮等について検討してま

いります。 
Ｃ 

④多摩区には大きな広場がないので中央広場

をさまざまなイベントができるようにして、し

てほしいです。 
生田緑地にはスポーツを楽しむことのでき

る広場が見当たりませんので、スポーツミュー

ジアムが欲しい。（計 ２件） 

御意見の趣旨については、今後の参考

とさせていただきます。 

Ｃ 

⑤駐車場の割引料金の導入を検討してほしい。

（計 １件） 
 

御意見の趣旨について、参考とさせて

いただき、横断的管理体制の導入に併

せ、検討してまいります。 
Ｃ 

⑥「安全・安心」が入る項目の部分には「防災」

の観点も必要。46 ページに「防災が記載されて

いますが、本来は「防災」だけで一項目を設け

る必要のある大切な視点と思っています。 
（計 １件） 

防災については、地域のまちづくりと

の連携が不可欠であることから、「基本

方針５ 周辺と協力しあう」に記載して

おり、今後、広域的防災機能の充実に向

けた取組を進めてまいります。 

Ｂ 
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⑦「跡地の『緑地編入ゾーン』の買収」を生田

緑地ビジョンに入れるべきです。（計 １件） 
向ヶ丘遊園跡地の緑地編入ゾーンに

つきましては、今後、都市計画の変更を

予定しておりますので、その動向を踏ま

え、計画的な用地取得につきまして検討

をしてまいります。 

Ｂ 

⑧飲食店や売店の充実について（計 ２件） 御意見の趣旨について、参考とさせて

いただき、青少年科学館の改築に伴うレ

ストスペースの設置等を進めてまいり

ます。 

Ｃ 

⑨トイレの充実について（計 １件） 御意見の趣旨については、今後の参考

とさせていただきます。 
Ｃ 

⑩案内サインの充実、デザインの工夫、樹名版

などの整備、安心して歩ける園路など、公園機

能の充実について（計 ４件） 

園路のバリアフリー化やユニバーサ

ルデザインに配慮した統一的なサイン

の整備等により、緑地全体の快適性・利

便性の向上を推進してまいります。 

Ｂ 

⑪公園内の回遊性の向上について（東地区と中

央地区を結ぶミニバスの運行、通行のためのト

ンネルの設置など）（計 ２件） 

生田緑地ビジョンに基づき、緑地内の

回遊性を高める、園路整備や東地区と中

央地区を結ぶシャトルバスについて、検

討を進めてまいります。 
 なお、トンネル化につきましては、自

然環境への負荷や経費面からも、難しい

ものと考えております。 

Ｂ 

⑫ドッグランなどの設置について（計 １件）

 
 

御意見の趣旨については、今後の参考

とさせていただきます。 Ｃ 
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４ 生田緑地の管理運営に関すること（１０件） 

意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 
反映

状況 

①横断的管理運営体制の必要性について（趣旨

に賛同、ワンストップサービスに期待します

等、同様の趣旨の意見も含め 計 ４件） 
 

横断的管理運営体制による更なる施

設間連携の強化を図るとともに、多様な

主体との連携による管理運営体制の強

化を図ってまいります。 

Ｂ 

②ビジターセンターは管理運営の拠点なのに

具体的にどういう組織なのかが分かりません。

（計 １件） 

ビジターセンターにおきましては、管

理運営の拠点として、来園者への総合案

内、広報・集客業務、緑地及び緑地内施

設の維持管理に関する業務等を行って

いく予定です。 

Ｄ 

③何年にも及んで単独のＮＰＯなどへ委託し

ているのであれば、プロポーザルの内容なども

含め、費用対効果の検証をしてはどうでしょう

か。（計 １件） 

NPO との協働による事業につきまし

ては、NPO の活動実績等を勘案して実

施しております。御意見の趣旨を参考

に、予算の執行における透明性の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

Ｃ 

④指定管理者制度の導入について 
（十分な仕様・長期展望・業務監査手法の整備

等が必要、日本民家園の取組を評価せずに指定

管理者の導入については反対、施設管理等と自

然管理は別のものである 計 ３件） 

指定管理者制度等の導入にあたりま

しては、御意見の趣旨を参考に、仕様、

評価の仕組み等を検討してまいります。 
また、自然の管理における行政、市民

団体、指定管理者等の多様な主体の連携

手法について、御意見の趣旨を参考に検

討してまいります。 

Ｃ 

⑤マネジメント会議や指定管理者が目指すビ

ジョンや目的、方向性が明らかにされていると

はいえないので、新たな枠組みを持ち込もうと

する理由や目的を明らかにして、その解決をは

かりながら、各市民団体にとっても益となり、

更に生田緑地全体の魅力や公益性の向上等に

つながるような仕組みを構築することが肝心

だと考えます。（計 １件） 
 
 
 
 

市民の方々と連携しながら、御意見の

趣旨を参考として、生田緑地全体の魅力

の向上等につながる仕組みづくりに取

り組んでまいります。 

Ｃ 
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５ 生田緑地に関わる様々な主体について（１１件） 

意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 
反映

状況 

①協働のプラットホームについて 
（正しい知識と技術を持った人をもっと参加

させるべき、コーディネーターの必要性や重要

性について、内容の具体化・管理運営協議会と

植生管理協議会の話し合い、決断者がおらず、

かえって縦割りの害となる等、同様な趣旨の意

見も含め 計 ７件） 
 
 
 
 
 
 

多様な主体が連携しながら管理運営

に参加する協働のプラットフォームと

して「（仮称）生田緑地マネジメント会

議」の設置を検討してます。設置にあた

りましては、２年程度の準備期間を設

け、生田緑地にかかわる方々と協議しな

がら、会議運営のルールづくりなどに向

けた検討を進めてまいりたいと考えて

おります。また、運営あたりましては、

コーディネーターの役割が重要でござ

いますので、御意見を踏まえ選定してま

いります。 

Ｃ 

②非営利団体が活動する土地（スペース）を無

償で貸与するのはどうでしょうか。 
（計 １件） 
 

御意見の趣旨につきましては、今後の

参考にさせていただきます。 
Ｃ 

③緑地の中で活動する者としては市民団体と

いう言葉で活動団体が纏められていることに

不服です。（計 １件） 

生田緑地には、多くのボランティア、

NPO 等が活動されておりますことから、

生田緑地ビジョンの中では、総称して

「市民活動団体等」と表記しておりま

す。 
 

Ｃ 

④１１ページ◆ばら苑 ボランティアの人数

活動 延べ人数が示されていない。 

６０ページのばら苑の管理を手伝うボランテ

ィアとの表現について工夫をしてほしい。 

（計 ２件） 

 

御意見を踏まえて、修正させていただ

きます。 

Ａ 
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６ 生田緑地と周辺のまちづくりとの連携に関すること（３件） 

意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 
反映状

況 

①48 ページ「（2）人々を生田緑地に導く」の部

分で、多摩自然遊歩道と東生田自然遊歩道につ

いて触れて欲しいです 

また長尾地域を通る遊歩道と前述の 2つの遊歩

道をつなげる事も、生田緑地をより広い範囲に

アッピールする事になり、地域のまちづくりに

も大いに貢献する施策と言えるでしょう。 

（計 １件） 

 

生田緑地及び周辺の地域資源を一体

的な観光資源と捉え、観光のまちづくり

を推進するなど、いただいた御意見を参

考にしながら、北部地区全体の地域経済

の活性化を図ってまいります。 Ｃ 

②生田緑地に多くの観光客を呼込み川崎市を

より活性化し、雇用と税収の拡大を図ってほし

い。（計 １件） 

商店街、市民団体、町内会、大学、企

業等の関係団体との連携により、北部地

区全体の観光のまちづくりに向けた取

組を推進してまいります。 
 

Ｂ 

③向ヶ丘遊園から生田緑地までのアクセスに

ついて 

（人力車や籠を走らせてみてはどうでしょう

か。（計 １件） 

生田緑地ビジョンに基づき、商店街、

市民団体、町内会、企業等と連携し、生

田緑地を地域資源として活かしたにぎ

わいのあるまちづくりに向けて、いただ

いた御意見を参考にさせていただきま

す。 
 

Ｃ 
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７ 生田緑地の情報発信に関すること（３件） 

意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 
反映 

状況 

①「最新情報を一体的に提供するホームページ

の構築」は現在の世の中で重要ですし、ぜひ欲

しい施策と思います。（計 １件） 

生田緑地内の季節ごとの自然の見ど

ころやイベントの開催情報、各施設の常

設・企画展示内容、催事内容等について、

一体的に入手できるようなホームペー

ジの構築を行います。 

Ｂ 

②都心からこれだけ近くに豊かな自然と古民家

がそろい、海外からも成田や羽田から新百合ヶ

丘まで直通バスで来れるアクセスの良さを上手

く PR すれば、日本の古き文化に触れ合う事が出

来ると思います。（計 １件） 

 

羽田空港の国際化を踏まえ、いただい

た御意見を参考に、海外からの旅行客へ

の広報を検討してまいります。 

 
Ｃ 

③認知度をアップするために、野外劇場にて、

毎年恒例のコンサートや、定期的な催しものを

企画・宣伝したらどうでしょうか。（計 １件）

いただいた御意見を参考に、イベント

等と連動した広報を行うことで、認知度

をアップし、多くの人々に生田緑地を知

っていただき、利用してもらえるよう検

討してまいります。 

Ｃ 

 

８ その他（２件） 

意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 
反映 

状況 

①緑地内に居住する人には、市民懇談会のお知

らせを、直接伝えてほしかった。（計 １件） 

市民懇談会の広報につきましては、周辺

町内会・自治会への回覧や市政だよりで

の広報、プレスへの情報提供などを通じ

て行ってまいりました。より多くの方々

に御参加いただけるよう、広報の手段に

つきましては、今後の参考とさせていた

だきます。 

Ｃ 

②向ヶ丘遊園駅菅生線の完成に伴う大型車の

通行禁止の解除について、生田緑地ビジョンで

取り上げていただきたい。（計 １件） 

 

関係機関へ情報提供してまいります。 

Ｅ 

 


