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縻 基本施策一覧
盧 50 の基本施策と 132 の主な取り組み
「50 の基本施策」とそれを支える、132 の主な取り組みを示します。
これらの取り組みは、社会情勢をはじめ、地域の実情、地権者の事情、市民活動団体等の
意向などを踏まえ、最も適している取り組みを選択しながら進めることを原則としています。
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■ 緑の協働に関する施策
緑豊かなまちづくりは、行政はもとより、市民、事業者の皆さんが一体となって推進し
ていくことが大切です。また、自治基本条例が制定（2005 年 4 月 1 日施行）され、今
後、一層の市民や事業者等との協働が施策推進の基本となります。
こうしたことから、施策の展開にあたっては、様々な「緑のステークホルダー」との協
働を基本に据え、ともに協力し、緑豊かなまちづくりを目指すことが大切です。
①緑のステークホルダーの参加の促進
□様々な主体の参加の促進
生活空間に緑を実感し、質の高い居住環境を形成させるためには、地域を構成する様々な主
体の参加と連携、協働が持続的に行われることが大切です。
こうしたことから、財団法人川崎市公園緑地協会の緑のボランティアセンター機能の充実を
図り、様々な「緑のステークホルダー」の参加を促進し、その活動支援を図ります。

②緑のボランティア活動の推進
□公園管理運営協議会の設立促進
これまで公園等の日常的な管理は、除草、清掃等の美化活動をはじめとした維持管理活動を
行う公園緑地愛護会（2007 年 3 月現在 391 団体）により支えられてきました。
しかし、地域活動の多様化や、住民自治、規制緩和等が求められる中で、市民に身近な街区
公園や緑道、緑地では、これまでの除草清掃等だけでなく公園の樹木の剪定や町会等の団体に
よる盆踊りやゲートボール等の利用調整などの管理運営が望まれています。
こうしたことから、2004（平成 16）年度から「地域の課題は地域で」の考え方を基本とし
た公園管理運営協議会の設立を進めています。
今後も、公園管理運営協議会の設立を促進するとともに、持続的な地域活動を行うための支
援の充実等を図ります。

□街路樹等愛護会の充実
街路樹及びグリーンベルトの育成、その周辺の除草・清掃等の活動を行う団体として街路樹
等愛護会（2007 年 3 月現在 297 団体）が設立されています。
今後も地域の景観形成の重要な役割を持ち、地域に密着した緑である街路樹管理に欠かせな
い大切なパートナーとして街路樹等愛護会の設立を促進し、支援します。
また、愛護活動が多くの市民が利用する道路という公共空間であることから、その活動が高
く評価されるよう、その活動内容や支援のあり方について検討を行います。

□緑の活動団体の登録推進と支援
「緑の活動団体」は、緑の条例第 30 条に規定されており、町内会・自治会、商店会、学校、
サークルなどの 5 人以上の団体で、公開性の高い場所での緑化活動や緑地の保全活動に取り組
んでいる団体に対して助成金交付等、様々な活動支援のための登録制度です。
2007 年 3 月末で 207 団体の登録がされていますが、今後も緑のボランティアの輪を広げ
ていくために登録団体の拡大や活動に対する支援を図ります。
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□かわさき緑レンジャーとの連携
保全緑地については、市民と行政との協働により保全再生に向けた取り組みを進めています
が、全ての保全緑地において、適切な保全管理が進められているとは限りません。
川崎市の保全緑地のほとんどは、崖線等の斜面地に存在していることから、樹木や斜面地等
の状況の把握を行うことは、緑地を管理していく上で重要なことと考えます。
また、生物多様性の保全の観点から植生管理などに関して既に地域で活動している市民団体
等への助言なども今後充実させていく必要があります。
こうしたことから、市域の保全緑地内において、樹木や斜面地の状況調査、動植物調査、市
民活動等に対する助言等を行う人材を「かわさき緑レンジャー」として選任し、保全緑地パト
ロールを定期的に行っています。
今後も情報提供や研修などによりスキルアップや活躍の場を広げ、安全で美しい樹林地や里
地・里山環境の再生に取り組みます。

③緑のボランティアの育成の推進
□緑化推進リーダーの育成
緑化に関する講義や緑のウォッチング、ワークショップ、花壇づくりなどを通して、まちの
緑の見方、考え方、課題の発見と解決方法、実践活動などを学び、地域の緑化活動の核となり、
推進力となる人材の育成を図ります。

□里山ボランティアの育成
里山の自然環境や管理手法などの講義や下草刈り、萌芽更新、堆肥づくりなどのフィールド
学習を通じ、保全緑地が里山として持続的に維持されていくための基礎的な保全管理手法を学
び、里山ボランティアの育成を図ります。

□かわさきガーデナーの認定
市民に花と緑に関する知識を深めていただくとともに、優れた人材を発掘し、地域緑化の中
心的な役割を担っていただくために、かわさきガーデナー認定試験を実施しています。
この試験は成績に応じ、特級、1 級、2 級、3 級の各等級がありますが、特級などの上位クラ
スでは、高い緑の知識を持った人材であることから、地域の緑化等を進めるにあたっての助言
や講習会での講師など重要な役割を担えるよう研修を行い、活躍の場を広げるとともにその仕
組みの充実に向けた検討を行います。

□地域環境リーダーの育成
環境保全活動に必要な知識や技術を習得するための講義や実技を通して、地域や職場で環境
学習や保全活動を率先して行うことのできる人材の育成を図ります。
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④緑のボランティアセンター機能の充実
□緑のボランティアセンター機能の充実
緑のボランティア活動をより効果的に支援していくことを目的として、2006（平成 18）年
度から財団法人川崎市公園緑地協会に、緑のボランティアセンター機能が備わりました。
支援内容は、緑のボランティア活動に関する助成、アドバイス、情報の提供、ボランティア
リーダー育成に関する各種講座の開催などを行っていますが、今後も、様々な市民活動のニー
ズに応えられる緑のボランティア拠点、協働のコーディネーターを目指して、その機能の充実
に努めます。

◆ 現在のボランティアセンターとしての主な機能
・緑のボランティア活動に関する助成金の交付
・緑のボランティア活動の関係機関調整
・緑のボランティア活動に関する助言
・緑のボランティア活動に関する情報提供
・花と緑のまちづくり講座、里山ボランティア育成講座の開催
・かわさきガーデナ〜認定試験の実施
・緑のライブラリーの開設
・活動器具の貸出し
・緑のボランティア活動に関連するフォーラム等の開催
・専門的知識をもった人材の派遣
・わがまち花と緑のコンクール

◆ 今後、充実すべき機能
・緑のボランティア活動団体間の交流拠点の確保
・緑のボランティアセンター機能の中間支援組織の検討
・緑のボランティア活動に必要な情報を結びつける市民活動ネットワークの構築
・緑のボランティア活動で必要な機材の充実
・緑のボランティア活動の相談窓口
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■ 緑地保全に関する施策
多摩丘陵軸、多摩川崖線軸、緑と農の田園環境形成エリア、緑豊かな丘陵地環境形成エリアに
残された樹林地は、都市気象の緩和、生物多様性の保全、市域を特徴づける景観形成などを進め
る上で、大切な自然環境であるため、地権者の理解と協力を得ながら緑地保全施策を推進します。
緑地保全施策の推進にあたっては、「斜面緑地総合評価」「斜面緑地保全カルテ」により保全
すべき緑地を見極め、様々な施策を講じながら効果的な取り組みを行います。
また、市民協働による保全緑地の再生を進め、次世代に継承できる美しい里地・里山づくり
を目指します。
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図 3−34 斜面緑地総合評価による緑地の保全（2002年評価）

⑤樹林地の保全
□特別緑地保全地区の指定拡大
風致や景観に優れ、動植物の生息地として保全する必要がある緑地は、地権者の理解と協力
を得ながら、都市緑地法による「特別緑地保全地区」の指定の拡大に努めます。
特別緑地保全地区の指定基準は、斜面緑地総合評価が A ランクを基本とし、かつ 3,000m 2
以上の規模のまとまりのある緑地とします。

□緑の保全地域の指定拡大
緑の保全地域制度は、都市緑地法による特別緑地保全地区を補完する制度です。市民生活の
良好な環境の確保に寄与すると認められる豊かな林相、水辺地等と一体になった緑地は、地権
者の理解と協力を得ながら「緑の条例」で定める「緑の保全地域」の指定の拡大に努めます。
緑の保全地域の指定基準は、斜面緑地総合評価が A、B ランクを基本とし、概ね 1,000m2 以上
のまとまりを持った緑地とします。
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□緑地保全協定の締結拡大
緑地保全協定は、「川崎市緑地保全事業要綱」により地権者と一定の期間について緑地保全の
協定を締結する制度です。
この制度は、緑地保全制度を地権者の方々に理解をしていただく第 1 歩としても有効である
ことから、緑地保全施策を支える基礎的制度として協定締結の拡大に努めます。協定締結の基
準は斜面緑地総合評価 A、B、C ランクとしています。

□ふれあいの森（市民緑地）の保存契約の推進
緑地の保全を進めるとともに市民に身近な自然に親しんでもらうことを目的に「ふれあいの
森」の設置を推進します。
ふれあいの森は、概ね 3,000m 2 以上の樹林地について地権者の協力を得て借り受け、散策
路や休息エリアなどを整備し、レクリエーション活動や自然観察などの場としての活用を促進
するものです。また、300m2 以上の緑地を対象に都市緑地法による「市民緑地制度」の活用も
検討し、保全緑地の市民利用の促進に努めます。

□緑地保全地域の指定の検討
多摩丘陵軸に存する里地・里山の景観を一体的に保全していくためには、地権者の一定の土
地利用を容認しつつ、緑地の保全を講じることも必要です。こうしたことから、建築物の新築
等の行為を届出制とし、一定の土地利用との調和を図る緑地保全施策として、都市計画法によ
る地域地区である「緑地保全地域」の導入に向けた検討を行います。

⑥保全された緑地の適切な管理と持続的な取り組み
□保全管理計画作成の推進
「特別緑地保全地区」や「緑の保全地域」などの制度により保全された緑地が、良好な里地・
里山環境や崖線の緑地として持続的に維持、再生されていくためには、緑地の将来像を設定し、
それに向けた管理を持続的に進める必要があります。
こうしたことから、「緑の条例第 14 条」に基づき、地域住民等との協働により「保全管理計
画」を作成し、保全緑地の再生と育成を推進します。
また、保全管理計画により進められてきた保全活動を振り返るため、NPO、かわさき緑レン
ジャー、大学等の参画による定期的なモニタリングを行う機会の確保に努めます。

□管理協定制度の活用
特別緑地保全地区を適切に保全していくためには定期的な管理が必要ですが、地権者の高齢
化などにより持続的な「山の管理」が難しい状況となっています。
このため、都市緑地法に基づき地権者と行政（または緑地管理機構に指定された NPO）が管
理協定を締結する管理協定制度の活用を検討します。

□保全緑地における市民協働の推進
保全緑地は、地域の大切な財産です。こうした緑地を将来に向けて持続的な保全、育成を行
うためには市民との協働が不可欠です。
こうしたことから、里山ボランティア育成講座や保全管理計画の内容を充実させながら、多
くの市民の方々に里地・里山保全への関心を高めてもらう機会を確保します。また、保全緑地
の現状を把握することも大切なことから、かわさき緑レンジャー等による「保全緑地パトロー
ル」を進めます。
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□緑地保全に関する助成制度の充実
緑地の保全に協力していただいた地権者に対し、緑地管理に関する費用の一部を助成してい
ます。
助成は川崎市緑化基金を活用して制度運用を行っておりますが、今後、限られた財源を有効
活用していくために、保全緑地の現状を見極めた上で、効果的な助成制度となる様、その充実
に向けた検討を行います。

□保全緑地の安全性の確保
保全された緑地は、アズマネザサの繁茂や樹木の大木化などにより、必ずしも良好な自然環
境を呈しているとは言えない状況も見受けられます。とりわけ、斜面地に自生する植物の適正
管理は保全緑地の安全性を高めることにもつながります。こうしたことから、市民の方々の協
力を得ながら、萌芽更新や竹林管理等の持続的な植生管理を行い、地域の財産となる美しい里
地・里山や斜面林の形成を目指します。

⑦地域に残された身近な緑の継承
□保存樹木の指定
高さ10m 以上、幹周 1.0m 以上または独立した樹高が 3m 以上で樹容が優れている樹木は樹
木所有者の理解と協力を得ながら、
「保存樹木」として維持及び指定拡大に努めます。

□保存樹林の指定
市街地において貴重な緑である概ね 300m 2 以上の社寺林等については、所有者の理解と協
力を得ながら、「保存樹林」として維持及び指定拡大に努めます。

□まちの樹の指定
まちの中で、目印となり、待ち合わせ場所として市民に親しまれている樹木や名木・古木・
伝承のある樹木や景観的に重要な樹木など、まちのシンボルとなっている樹木を「まちの樹 50
選」として指定しています。今後も所有者の理解と協力を得ながら、樹木の維持及び保全に努
めます。

□保存生垣の指定
市街地にあって優れた形状の生垣は、身近なまちの景観を向上させる効果的な自然的環境資
源であるため、今後も所有者の理解と協力を得ながら、「保存生垣」の維持及び指定拡大に努め
ます。

□保安林の維持
中原区の春日神社、宮前区の野川神明社、多摩区の天神社、麻生区の高石神明社は、森林法
による「保安林」として指定されている重要な樹林地であるため、引き続きその保全に努めま
す。

⑧様々な施策による緑地の保全
□湧水地の保全
湧水地は、水辺生物の生育、生息空間であるとともに、市民が自然の水循環を知る場所でも
あるため、湧水地の保全にあたっては、地権者への普及活動や湧水の水源地となる雨水の浸透
地域の樹林地、農地などの保全に努めるとともに、市民の地下水保全意識の高揚を目的とした
湧水地周辺の整備推進に努めます。
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□持続的な樹林地の保有を目指した施策の組み合わせの推進
都市緑地法による、特別緑地保全地区と管理協定制度、特別緑地保全地区と市民緑地の組み
合わせなどにより、地権者は更なる税制の優遇措置が得られます。こうしたことから、地権者
の持続的な樹林地保有を目的とした施策の組み合わせを地権者の理解を得ながら推進します。

□関係機関との連携
農業協同組合をはじめとした関係機関等との連携を図り、関連情報の交換や緑地保全制度の
PR 促進などに取り組みます。

□緑地保全制度説明会等の開催
緑地保全施策を推進するためには、何よりも地権者に緑地保全制度を理解していただくこと
が大切です。こうしたことから、地域における地元説明会や勉強会を開催し、緑地保全制度の
普及に努めます。

⑨新たな緑地保全施策に向けた検討
□市民による緑地保全トラスト支援の検討
トラスト※は、市民自らの手で自然や歴史的環境等を守る市民運動で、市民協働による緑地保
全施策としても期待されています。こうしたことから、先進事例を整理、検討しながら市民活
動団体による緑地の保全を目的としたトラスト組織の立ち上げや活動などの支援策について検
討を行います。

□保全配慮地区における緑地保全指針の策定
特別緑地保全地区以外の区域で重点的に保全配慮を加えるべき地区を都市緑地法に基づき
「保全配慮地区」に設定しています。
特別緑地保全地区や、緑の保全地域の指定、市民緑地の設置、市民活動の推進などの緑地保
全方策を明確にするため、保全配慮地区における「緑地保全施策指針」を策定します。
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※ 現在、トラストの考え方を反映した取り組みとして、保全契約緑地である「ふれあいの森」の借地契約に川崎市緑化基金を活用してい
るとともに、
（財）かながわトラストみどり財団から、保全契約事業費の一部が助成されています。
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□事業者の意識高揚に向けた取り組み
開発等事業者による自然的環境の保全配慮への意識を高めていくことも重要な取り組みです。
社会的に企業の CSR への期待感が高まってきている中で、「自然的環境の保全への配慮」に
積極的に取り組んでいる事業者を高く評価し、公表、表彰をするなど、関係機関との研究を進
めながら、事業者へのインセンティブの付加につながる手法を検討します。

□企業参画による新たな保全緑地管理の検討
企業が、自社の名前を冠し、管理費等の一部を負担するネーミングライツ制度の考え方を参
考に、企業参画による新たな保全緑地の管理や活用の方向性を検討します。

□かわさき里地・里山ミュージアム構想の推進
緑と農の 3 大拠点である麻生区黒川、岡上、早野地区の農業振興地域には、農地やまとまり
のある樹林地が一体となった「農ある風景」が残されています。
こうした「農ある風景」を次世代に継承するため、生物多様性の保全をはじめ、農を支える
人々との関わり、そこで育まれた地域文化、里地・里山をテーマとした既存事業や活動を包括
的に捉えた「かわさき里地・里山ミュージアム構想」の実現を地域の合意を得ながら進めます。

図 3−36 「かわさき里地・里山ミュージアム構想」のイメージ
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⑩開発事業等における緑地の保全と創出
□自然的環境の保全配慮への助言指導の充実
一定規模以上の建築行為及び開発行為が行われる事業予定区域内の自然環境等については、
「緑の条例第 30 条の 2」に基づく「自然的環境の保全への配慮」制度を設けています。配慮に
あたっては、
「斜面緑地保全カルテ」と「斜面緑地総合評価」を活用しながら、その保全、再生、
回復等について事業計画に反映されるように、事業者に助言、指導を行っています。この「自
然的環境の保全への配慮」に関する手続きは、2004（平成 16）年に施行されてから一定の期
間が経過したことから、その成果や課題を検証し、次の視点による制度の充実に向けた検討を
行います。

□保全配慮地区内の開発行為における樹林地の保全、再生
3,000m 2 以上の開発行為において、その区域内に 300m 2 以上の樹林地が存在する場合は、
事業者との協議、調整を図り、その保全、再生に努めます。
こ みち

⑪川崎ふるさとの小径（遊歩道）の設定
□川崎ふるさとの小径（遊歩道）の設定
ふるさと川崎の意識を高め、美しい川崎市の風景や景観をアピールするためには、みどり軸、
みどり拠点、河川、文化伝承などの歴史的資源が「緑と水のネットワーク」として形成される
ことが大切です。こうしたことから、これまでの遊歩道事業を「川崎ふるさとの小径」と改名
し、市民の参画を基本とした新たなコース設定に取り組みます。

⑫関係自治体との広域連携の推進
□多摩・三浦丘陵自治体広域連携の推進と発展
多摩・三浦丘陵の緑は、八王子市から三浦半島に至る首都圏の貴重な自然的環境資源です。
この大切な財産を次世代に継承していくためには、川崎市だけではなく、周辺自治体との連携
による緑地の保全や活用に関する共有意識の醸成が大切です。
こうしたことから、2006（平成 18）年度に、多摩・三浦丘陵に関係する自治体が参加する
広域的な会議を発足させました。
今後も、会議を通して自治体間の連携を進めるとともに市民、事業者、NPO、大学等の研
究・教育機関など様々な主体との「輪の広がり」を期待します。
広域連携会議名
：「多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議」
（平成18）年度 ： 八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、相模原市、横浜市、鎌倉市、逗子市、
2006
に参加していただいた 葉山町、横須賀市、三浦市
関係自治体
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■ 農地の保全に関する施策
都市化の進展や農業者の高齢化、相続問題、農業後継者の不足などから、農地、樹林地の減
少は続いています。
農地は、身近なところで新鮮な農産物を供給するばかりでなく、土・緑の空間として、防災、
環境保全、農作業体験を通したレクリエーション、健康、福祉、教育に有効な役割を果す休養、
学習など多面的な機能を有し、それを発揮することが求められます。
こうしたことから、持続的に農地が保全されるよう様々な施策に取り組みます。
⑬農地の保全と活用
□市街化区域での農地の保全
生産緑地地区の指定を拡大することが、市街化区域での農地保全の第 1 歩であることから、
生産緑地の指定基準に基づき、生産緑地の指定拡大に努めます。

□市街化調整区域での農地の保全
市街化調整区域は、おおむね農業振興地域となっていますが、農業者の高齢化、後継者不足
など様々な課題があり、農地の遊休化などが増える傾向もあります。
こうしたことから、次に掲げる事項を検討し、農地の保全に努めます。
・地域の農業実態に即した活性化方策の検討。
・川崎農業振興地域整備計画に即した農用地等の効率的かつ総合的な利用を促進。
・農業を核とした地域活性化策として、大学との連携や市民交流型農業の検討を促進。
・援農ボランティア等の育成・活用及び、その他手法の検討による、遊休農地の解消。
・緑地保全施策との連携の充実と、
「農ある風景」の保全。

□環境保全型農業の普及と促進
市街化の著しい中で、農地を保全していくためには、地域の方々の農業に対する理解が重要
です。こうしたことから、農業者が市民・消費者に安全で安心できる農作物を供給するととも
に、化学肥料や化学合成農薬の適正な使用、節減により環境負荷の軽減を目的とした環境保全
型農業の普及を促進します。

□体験型農園の普及
都市化の進展や今後、本格的に到来する高齢化社会を迎える中で、市民の土に親しむ機会へ
の需要は益々高まるものと考えられます。
こうした市民ニーズに応えるため農業者の理解を得ながら「体験型農園」の普及、促進を図
ります。

□市民防災農地の登録の促進
農地は都市における防災空間としても重要な環境資源です。こうしたことから、災害時の市
民の安全確保を図るため、市民に身近な農地を、災害時における一時避難場所として活用でき
る市民防災農地の登録を促進します。
2005（平成 17）年現在、「川崎市市民防災農地」として、約 74ha（約 450 箇所）が登録さ
れています。
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⑭農を知る機会と参加する仕組みの充実
□農に関するイベントの承継と充実
農業者と市民の交流イベントは、JA セレサ川崎「農業まつり」など、様々な取り組みが行わ
れていますが、今後も、市民が農を知り、参加できる効果的な取り組みとして、地域での農に
関するイベントの開催や主催者への支援を検討します。

□食農教育の推進
多くの児童・生徒が農作業を体験し、この中で「食の大切さ」を学びとれるように、学校等
との連携により学校農園の拡充に努めます。
また、農業体験の指導や学校農園としての場の提供について、農業者の方々の理解を示して
いただけるよう努めます。

□援農ボランティア等の農の担い手の育成
市民農園などで余暇・レクエーション活動を行う人や学童農園などで土とふれあい、農作業
を体験する子供たちも幅広い意味で「農」の担い手と考えられます。
こうした農に参加し、支えようとする市民を農地の保全にむけた大切なサポーターとして捉
え、援農ボランティアの育成を進めます。
代表的な取り組みとして、川崎市を代表する農作物「多摩川ナシ」の生産農家を支援するた
めに、「緑の拠点」である川崎市フルーツパークの主催により、「多摩川ナシ栽培支援講座」を
開催し、農家の支援ができる人材の育成を進めています。
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■ 緑化の推進に関する施策
緑豊かで、季節の彩りが感じられる生活空間が形成されることは、私たちの共通の思いです。
市街化の著しい川崎市においては、緑地保全施策や公園緑地の整備も重要な施策ですが、地域
緑化の推進は、それらと並んで重要な取り組みとなります。
身近な生活空間には、公共施設や学校の緑など街の骨格を形成する緑と事業所や個人などによ
る民有地の緑など多様な緑があります。今後も、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を認識
しながら地域ぐるみによる緑の創出、育成を図り、緑豊かな街並み形成に努めていくことが大
切です。
⑮道路の緑化推進
□道路の緑化推進
都市の中で歩行者やドライバーに通行の誘導や四季の変化と安らぎを与えてくれる街路樹は、
うるおいのある景観を創出するとともに、緑と水のネットワークの形成、災害時の延焼遅延効
果、地域の個性を活かした親しみの持てる街並み形成や二酸化炭素（CO2 ）の吸収による環境負
荷軽減などの重要な役割を担っています。
また、市民意識実態調査では、保全を希望する緑の場所として街路樹や並木の緑が最も高い
評価を受けています。今後も引き続き、都市計画道路などの整備にあわせながら街路樹やグ
リーンベルトの拡充に努めます。

⑯街路樹の適正な管理の推進
□街路樹管理マニュアルによる適切な樹木管理とまちなみ景観の向上
街路樹はまちの顔を印象づけるだけでなく、市民に一番身近な緑のインフラであることから、
その効果的な管理手法を実行していくために、平成 16 年度に街路樹管理（規格）マニュアルを
策定しました。現在、主要路線において規格を数値的に決めて外形を管理する手法を導入した
統一的な街路樹管理を進めています。今後も、街路樹管理マニュアルに即した適切な街路樹管
理と景観形成に努めます。
街路樹による景観形成に取り組んでいる主要路線
・市役所前通り、尻手黒川線、府中街道：イチョウ（管理方針：円錐形又は錘状形）
・尻手黒川線、府中街道：ユリノキ（管理方針：四角柱又は錘状形）
・尻手黒川線：ナンキンハゼ（管理方針：枝の整理による丸みを帯びた形状の統一に努める）

□狭隘（きょうあい）幅員歩道における街路樹の再編
街路樹の成長に伴い、まち並み景観や歩行者の通行に支障を来たしている状況も見受けられ
ます。こうしたことから、生活空間の質の向上、景観の向上、安全安心な歩道空間の確保のた
めに、狭隘幅員歩道に植樹されている街路樹の樹種、管理のあり方を検討します。
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⑰河川の環境整備の推進
□水辺環境の保全・再生
市街地に流れる河川は、うるおいのある水辺地空間や多様な生物の生息、生育空間であると
ともに、地域の風土と文化を形成する重要な自然的環境資源であるため、市管理の河川の整備
にあたっては、都市基盤河川改修、準用河川改修、普通河川改修、水路改修などの機会を捉え、
地域の実状に即しながら、その個性を生かした川づくりに努めます。
良好な自然環境が残る河川については、その状態を極力維持し、再生への配慮に努めます。
また、コンクリート張りによる河川改修を原則廃止するとともに、治水上やむを得ずコンク
リート製品を使う場合も、生態系に配慮した水辺環境の保全に努めます。

□水辺に親しむ機会づくり
市民や学校等による、水辺に親しむための勉強会等の開催に努めます。

□水辺の維持管理活動の推進
周辺住民の意見を聞きながら、河川の適切な維持管理に努めます。また、市民参加による水
辺のクリーン活動を推進します。

□水質の改善
河川の持続的な水質調査を行い、川崎市河川水質管理計画における環境目標（BOD、COD、
生物の生息状況）の達成状況を把握していきます。

⑱公共公益施設の緑化推進
□庁舎等公共施設の緑化推進
庁舎をはじめとした公共施設は、市民が日常的に接する施設であるとともに、まちなみ形成
や市民交流の拠点として重要な役割を果しています。こうした市民に最も身近な公共施設の緑
化を推進することは、訪れる市民の心を和ませることや、緑のネットワークの形成の拠点につ
ながる大切な取り組みと考えます。今後も、行政自らが地域の緑化の先導役として、機会ある
ごとに緑を増やす取り組みを進めます。

□公的住宅の緑化推進
民間開発の先導役として、公的住宅の建設や建替え時期に併せ、敷地内緑化の充実を図ります。

□学校の緑化推進
学校は、全市にほぼ均等に配置され、公園緑地と同様に緑と水のネットワークを形成する上
で重要な地域の緑のオープンスペースとして位置づけられます。
最近では学校の敷地の一部にビオトープを創出したり、プール開きの前にヤゴレスキューを
実践したりするなど子どもたちの環境学習の場として有効に活用されています。
また、国の「ヒートアイランド対策大綱」における緑化施策の一つとして、校庭の芝生化や
壁面緑化の推進が提示されているため、機会あるごとに敷地内の緑化、学校林の保全、生物の
生息・生育空間としてのビオトープの創出などに努めるとともに、学校関係者や保護者への普
及、啓発を通して、花と緑あふれる学校づくりに努めます。

□公益的施設の緑化推進
ショッピングモールや駅などの公益的施設は多くの市民が集まる場所であり、公共施設と同
様、まちなみ形成や市民交流の核として重要な役割を果しています。
こうしたことから、今後も、商店街や鉄道事業者など、地域の事業者への緑化制度の普及、
啓発を図りながら地域緑化の促進に努めます。
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⑲緑化推進重点地区（候補地）における緑化推進
□川崎駅周辺地区、小杉地区、新百合丘地区の持続的な緑化推進
既に緑化計画が策定されている 3 箇所の緑化推進重点地区においては、新たな土地利用の動
向などを考慮しながら、様々な主体が協働する持続的な緑の創出に向けた取り組みを推進して
いきます。

□緑化推進重点地区計画の策定
（川崎殿町・大師河原地区、浜川崎駅周辺地区、新川崎・鹿島田駅周辺地区、溝口駅周辺地区、
宮前平・鷺沼駅周辺地区、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区）
緑化推進重点地区候補地においては、地域の様々な主体の参画により緑化推進重点地区計画
を策定し、効果的な緑の創出、育成に向けた取り組みを推進します。

⑳多様な手法による緑化推進
□緑化指針による緑化指導と助言の推進
緑の条例に位置づけられた緑化指針により、
緑化技術、
手法を広く普及、
啓発し助言するとともに、
開発行為等における緑化指導の指針として活用し、緑豊かなまちづくりを目指します。
また、公共施設については、民有地緑化の先導的役割を担うことから、屋上や壁面などの特
殊空間を活用した効果的な緑化を誘導するために、緑化基準の検討を進めます。

□緑化地域の指定検討
緑化地域は、都市緑地法に規定された制度で、緑が不足している市街地等において、一定規
模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、一定割合以上の緑化を都市計画として義務づける
制度です。
今後、効果的な緑化の推進に向け、都市計画関係部局との調整等を図りながら緑化地域の指
定に取り組みます。

□緑地協定の締結推進
緑地協定は、都市緑地法に基づく制度で、地権者等の合意によって緑地の保全や緑化に関す
る協定を締結し、地域住民の協力により良好な環境を確保する制度です。
2006（平成 18）年度時点で協定は 2 地区となっていますが、今後も引き続き制度の普及を
図りながら、新たな協定の締結に努めます。

□地区計画による緑化推進
地区計画は、都市計画法に基づく制度で、地域住民の合意の上で進められる土地利用や地域緑
化のルールづくり等を推進する制度です。今後も引き続き、土地利用の再編や大規模開発などの
機会に合わせながら、緑豊かなまちづくりを推進する手法として、活用に努めます。

□地域緑化推進地区認定の推進
地域緑化推進地区は、緑の条例に基づく緑化制度です。本制度は、まちの大半を占めている
民有地を中心に、「地域の緑化をどう進めていくか、緑化された樹木等をどう管理していくか」
などを住民自らが計画を定め、その計画に基づいて自主的な活動に取り組んでいくものです。
地区の認定は、地区の代表者が地域緑化推進計画の案を作成し、市長の認定を受けることと
なっています。
地域緑化推進地区の認定の推進は、地域ぐるみの市民緑化運動の原動力であるとともに、緑
と水のネットワークの形成に向けた重要な制度と位置づけています。
こうしたことから、本制度の普及、啓発や地域緑化推進計画作成に向けた人材の育成を図る
とともに、認定に伴う新たな支援制度を検討します。
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□公開空地の誘導
公開空地は、建築基準法に基づく総合設計制度により、建築物の高度利用に際し、建築敷地
の一部に緑のオープンスペースを確保し、地域に開放するものです。稠密な土地利用がなされ
ている市街地に公園的機能をもった空間を確保していく有効な手法でもあることから、建築計
画に公開空地の確保がなされる場合は、地域の緑化推進に資するものとなるよう事業者に要請
を行います。

澡緑化助成制度の普及と充実
□地域ぐるみの緑化運動促進に向けた各種緑化助成制度の普及
緑あふれるまちなみ形成やそれを支える市民活動等を促進するために、（財）川崎市公園緑地
協会が次に示す緑化助成制度を普及、啓発しています。
今後もこうした助成制度を活用しながら地域ぐるみの緑化運動を促進します。
表 3−8 各種緑化助成制度
ຐᠺโᗐ

ᴣ

こ

⏍ᇄࡘࡂࡽ

පභᛮヾࡴࡼࡿࡾሔᡜ࡚ࠉᘇ㛏 㹢௧୕࠵ࡾ⏍ᇄࢅシ⨠ࡌࡾሔྙࡷᏋࡡࣇ
ࣞࢴࢠሚ➴ࢅཡࡊ⏍ᇄࢅ᩺シࡌࡾሔྙ࡞⤊㈕ࡡୌ㒂ࢅຐᠺࡊࡱࡌࠊ
㸝㸦㹢࠵ࡒࡽ  ළ௧හ㸞

⥫ࡡὩິᅆమ

⏣හఌࠉၛᗉ⾜ࠉᏕᰧ➴ࡡᅆమ࡞ࡻࡾප㛜ᛮࡡ㧏࠷ሔᡜ࡚ࡡ⥫Ὡິࠉୖⲙศ➴
ࡡ⥫ᆀಕධὩິ࡞ᑊࡌࡾୌ㒂ຐᠺࡷሒᥞ౩➴ࢅࡊࡱࡌࠊ

㥌㌬ሔ⥫

පභᛮࡡ࠵ࡾ࡛ヾࡴࡼࡿࡾሔᡜ࡚ࠉᘇ㛏㹢௧୕ࡡ㥌㌬ሔࢅ⥫ࡌࡾሔྙ࡞ࠉᶖ
ᮄ࡞こࡌࡾ㈕⏕ࢅຐᠺࡊࡱࡌࠊ
ᕰ⾜ᆀ࡞࠽࠷࡙ࠉᘋ⠇∸ࡡᒁ୕࣬ባ㟻ࢅ⥫ࡌࡾሔྙ࡞ࠉ
ฝ⏍࣬ᑚᏕᰧථᏕ࣬ᠺெ࣬⤎፡࣬᩺⠇࣬㔘፡࣬㖗፡࣬㖙፡ࡡ⏜Ⓠ⏍ࡊࡒሔ
ྙࠉᕵ᭻⩽࡞ᑊࡊ࡙エᛍᶖࢅ㒼ᕱࡊࡱࡌࠊ㸝⏜Ⓠ⏍㸦ᖳ௧හ㸞

ᒁ୕࣬ባ㟻⥫
ᛦ࠷ฝエᛍᶖࡡ
㒼ᕱ

⥫ࡡಕධ࡞㛭ࡌࡾ ≁ื⥫ᆀಕධᆀ༇ࡷ⥫ࡡಕධᆀᇡࡡᣞᏽ༝ງ⩽ࠉ⥫ᆀಕධ༝ᏽ⩽࡚ࠉᕰ࡛⟮⌦༝
ᏽࢅ⥶⤎ࡊࡒᡜ᭯⩽࡞ᑊࡊ࡙ࠉᅖᏽ㈠⏐⛧ビ౮㢘ࢅཤ⩻࡞⟤ฝࡊࡒዜທ㔘ࢅஹ
ຐᠺ
ࡊࡱࡌࠊ

□緑化助成制度の充実
現行の緑化助成制度を市民ニーズに即しながら再編し、地域緑化推進地区の認定をはじめと
した地域緑化の推進に向けた新たな助成制度の構築に取り組みます。

□川崎市緑化基金の効果的な活用
川崎市緑化基金は、民有地の緑化を進めることを目的として、1985（昭和 60）年 4 月に設
立され、市民、事業者、団体等の協力により 2007（平成 19）年 3 月末時点で 37 億 2,695 万
円にまで拡大しました。
こうした基金から生じる果実（利子）等は、市の出資法人である（財）川崎市公園緑地協会が行
う緑の保全や緑化に関する財源として役立てています。
また、緑化事業に対するニーズと高まりに応えるために、協働を主体とした事業や緑化推進
重点地区内の緑化推進など一定の事業に限り、事業費の財源としても基金の一部を活用してい
ます。
しかしながら、バブル経済の崩壊後、経済の低成長時代を反映し果実のみによる運用は難し
い状況となっています。こうしたことから、基金については、市民等の浄財による積み立てで
あることを基本におき、これまでの実績を踏まえながら、緑化推進に対して、効果的な事業と
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なるものを厳選し、その運用に努めていきます。
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澤事業所緑化の促進
□事業所との緑化協定の締結促進
事業所が集積する川崎市にとって、事業所敷地に創出された緑は地域緑化の推進に大きな役
割を果たしています。
川崎市は、1972（昭和 47）年以来、1ha 以上の敷地を有する事業所と、敷地面積の 10 ％
以上を緑化していくことを目標に緑化協定を締結し、2005（平成 17）年度末で 71 事業所、
約 147ha の緑化地が確保されています。現在は、面積に関わらず締結を進めており、今後も、
事業所との緑化協定の締結拡大に努めます。

□みどりの事業所推進協議会の加盟拡大
事業所緑化を促進させることを目的に「川崎市みどりの事業所推進協議会」を設置し、会員
事業所には、緑化を推進するための支援として、情報交換や施設見学会、講演会を開催するな
どの様々な取り組みを行っています。今後も、「川崎市みどりの事業所協議会」の加盟拡大に努
めます。
2005（平成 17）年度から開始した「みどりの事業所助成事業」では 6 事業所約 62,111m2
の緑が「公共のみどり」として認定されました（2006 年度末現在）。
「公共のみどり」の対象
・道路、鉄道、河川、運河などに接する緑化地
・大景木（緑化指針で規定する、景観構成上重要な一定の規格を有する樹木）
・その他市長が認めるもの（生け垣植栽、壁面緑化、池などの水辺地）

□川崎市特定工場緑地整備基本方針の見直し
特定工場における効果的な緑化誘導を図ることを目的として、学識経験者等専門家の意見を
聞きながら、「川崎市特定工場緑地整備基本方針」の見直しを進めます。
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■ 公園緑地の整備に関する施策
公園緑地は、都市における緑のオープンスペースの中核をなすものであり、都市の安全性の
確保、良好な都市環境の形成、スポーツ・レクリエーション活動や災害時における避難場所、
物資の供給や救援活動の拠点となるなど、重要な役割を担っています。
さらに、都市構造の変化、本格化する少子高齢社会を見据えた安全安心な都市空間の確保、
地球温暖化対策、市民活動拠点、環境学習の場など、今後、益々、公園緑地に対する市民ニー
ズは高まっていくものと考えます。
こうしたことから、公園緑地等の整備の基本方針を設定し、大規模公園の整備をはじめとし
て、生活空間における身近な公園の確保、環境学習等に対応できる特色のある公園緑地等の整
備や機能の充実、高福祉社会に対応する墓園整備の推進など、多様な顔を持った公園緑地の整
備を推進します。
公園緑地等の整備の基本方針
・公園緑地等の確保目標：市域面積の9％を目指します。
（ 9％は都市公園等、港湾緑地、多摩川緑地とする。）
・大規模公園の早期完成を目指します。
・歩いて行ける身近な公園の確保に向けて、小学校区を構成する町丁の２／３に街区公園が設置されるよ
う努めます。

澹大規模公園緑地の整備推進
□総合公園の整備推進
㸝㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ㟻✒ࠉᖳ᭮⌟ᅹ㸞

ᐣኃずපᅧ

පᅧ
ྞ⛘

➴ࠍງ⥫ᆀ
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ᩒങ᪁㔢
ې㟻✒ 㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ㟻✒⣑ 㹝㹖
ېᩒങ᪁㔢
࣬㸝ᖲᠺ 㸞ᖳᗐ࡞➿ᏽࡈࡿࡒࠔᐣኃず࿔㎮ᆀ༇ᩒങᇱᮇ゛⏤ࠕ࡞༳ࡊࠉ㒌ᚨ࡞࠽ࡄ
ࡾ⥪ྙපᅧ࡞ࡨࡈࢂࡊ࠷ᐣኃずපᅧࡡ්⏍ࢅᅒࡽࡱࡌࠊࡐࡡࡒࡴ࡞ࠉᐣኃずපᅧᩒങ゛⏤
ࢅ➿ᏽࡊࠉᚪこ࡞ᚺࡋࠉ㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ༇ᇡࡡず├ࡊࢅ᳠ゞࡊࠉපᅧ᪃シࡡ්㒼⨠ࢅᅒࡽࡱ
ࡌࠊ
ې㟻✒ 㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ㟻✒⣑ 㹝㹖
࣬㸝ᖲᠺ㸞ᖳ᭮Ⅴ࡚ࡡᩒങࡡ㐅ᤎ≟Ἓࡢࠉ㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ༇ᇡ㟻✒࡞ᑊࡊ࡙ࠉ⏕ᆀ
ཱིᚋ⋙⣑㸚࡛ࡖ࡙࠷ࡱࡌࠊ
ېᩒങ᪁㔢
࣬Ṃⶮᑚᮙ㥈࿔㎮࡞࠽࠷࡙ࡢࠉᕰ⾜ᆀ්㛜Ⓠᴏ࡞ࡻࡾ᩺ࡊ࠷ࡱࡔࡘࡂࡽࢅࡢࡋࡴࠉᶋ㡪㈙
⥲᩺㥈ࡡᩒങࠉᕖᓧ⦢㈇㧏㏷㕪㐠⥲ࡡ゛⏤ࠉᕖᓧ㥈࿔㎮࡞ḗࡃᗀᇡᣈⅤ࡛ࡊ࡙ࡡᩒങ
㐅ࡴࡼࡿ࡙࠷ࡱࡌࠊࡆ࠹ࡊࡒ➴ࠍງ⥫ᆀࢅཱིࡽᕬࡂ࿔㎮⎌ሾࡡን࡞ྙࢂࡎࡼࠉ᩺
ࡒᕰẰࢼ࣭ࢫ࡞༳ࡊ࡙පᅧᩒങ゛⏤ࡡ➿ᏽ࡞ཱིࡽ⤄ࡲࡱࡌࠊ
࣬ࣈࣞࢦࢴ࣭࢜ࢲ࣭࣑࡚࠵ࡾࠔᕖᓧࣆࣞࣤࢰ࣭ࣝࠕࡡ࣭࣑࣌ࢪࢰࢩ࣑࡚࠵ࡾ㝛୕❿ᢇሔࡡ
⎌ሾᩒങ➴ࢅ㐅ࡴࡱࡌࠊ
࣬㸝ᖲᠺ㸞ᖳᗐ࡞ᏽࡈࡿࡾᮇ㝛୕❿ᢇ㐽ᡥᶊኬఌࡡఌሔ࡛ࡖ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ
ᩒങᣉඖࠉ୯ኳࢡࣚࣤࢺຐ❿ᢇሔࡡᩒങࢅ㐅ࡴࡱࡌࠊ
࣬⥫ᆀࡡ㢞࡛ࡾḿ㟻ථࡽཾࠉಞᬊờ࿔㎮ࠉࡨࡾࡈ࡛ࡡࡡᩒങࢅ㐅ࡴࡱࡌࠊ
࣬පᅧᩒങ࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢࠉපᅧᶭ⬗ࡡඖᐁࢅᅒࡾちⅤ࠾ࡼࠉୖỀ㐠ᩒങᴏࠉᅗࡡኣᕖࢪ
࣭ࣂ࣭ላ㜭ᴏ࡛ࡡㄢᩒࢅ㐅ࡴࡱࡌࠊ
࣬ᗀᇡ㑂㞬ᆀ࡛ࡊ࡙ࡡ㜭ⅇᶭ⬗ࡡඖᐁ࡞ຑࡴࡱࡌࠊ
࣬ᮅᩒങ༇ᇡ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᅰᆀࡡ≟Ἓࢅ㊻ࡱ࠻ࡼ᩺ࡒᩒങᡥἪࡡ᳠ゞࢅ㐅ࡴࡱࡌࠊ
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ᩒങ᪁㔢
ې㟻✒㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ㟻✒⣑㹝㹖
࣬㸝ᖲᠺ㸞ᖳ᭮Ⅴ࡚ࡡᩒങࡡ㐅ᤎ≟Ἓࡢࠉ㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ༇ᇡ㟻✒࡞ᑊࡊ࡙ࠉ⏕ᆀ
ཱིᚋ⋙⣑㸚࡛ࡖ࡙࠷ࡱࡌࠊ
ېᩒങ᪁㔢
࣬㸝ᖲᠺ㸞ᖳᗐ࡞➿ᏽࡈࡿࡒࠔ⏍⏛⥫ᆀᩒങᇱᮇ゛⏤ࠕ࡞ᇱࡘࡀࠉᄂỀᗀሔࡡ්ᩒങ
ࡷิᒜᆀ༇ࡡᩒങ࡞ᚪこ⏕ᆀཱིᚋ࡞ຑࡴࡱࡌࠊ
࣬⏍⏛⥫ᆀහࡡአ࿔ࢅᩋ➿ࡌࡾ࿔㐗ᩋ➿㊨ࢅྱࡴࡒ⏍⏛⥫ᆀᩒങᐁ᪃゛⏤ࢅ➿ᏽࡊࡱࡌࠊ
࣬⏍⏛⥫ᆀࡡࢠࢬࢪᨭၻ➿ࡡୌ⎌࡛ࡊ࡙᮶ཾࠉけཾ࡞࠽ࡄࡾ᱄හࢦࣤᩒങ➴ࢅ㐅ࡴࡱ
ࡌࠊ
࣬㸝ᖲᠺ㸞ᖳ࡞㛚ᅧࡈࡿࡒྡྷࣧୢ㐗ᅧ㊟ᆀ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᑚ⏛᛬㞹㕪ऒ࡛ࡡᇱᮇྙណ࡞
ࡻࡽ⥫ࡡಕධ࡛ฝࢅ┘ᣞࡊࡒ㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ༇ᇡࡡず├ࡊࢅ⾔࠷ࠉᩒങࢅ㐅ࡴࡱࡌࠊࡱ
ࡒࠉࡣࡼⱄ࡛ࡐࡡ࿔㎮ࡡኣୢ㝘ࡡࡗࡼࡽࢅಕධࡌࡾ୕࡚㔔こ⟘ᡜ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⏕ᆀ
ࡡཱིᚋ࡞ຑࡴࡱࡌࠊ
࣬⩹ᮑࡷ⪇㟀ᑊ➿ࠉᕰẰฺ⏕᪃シ࡛ࡊ࡙ࡡᶭ⬗ࢅᣚࡒࡈࡎࡾࡒࡴ࡞ࢥࣜࣆሔࢠࣚࣇࣀࢪ
ࡡᨭ⠇ࢅ┘ᣞࡊࡱࡌࠊ

□緑地の整備推進
Ⳛ⏍⥫ᆀ

පᅧ
ྞ⛘

ᩒങ᪁㔢
ې㟻✒㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ㟻✒⣑㹝㹖
࣬㸝ᖲᠺ㸞ᖳ᭮Ⅴ࡚ࡡᩒങࡡ㐅ᤎ≟Ἓࡢࠉ㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ༇ᇡ㟻✒࡞ᑊࡊ࡙ࠉ⏕ᆀ
ཱིᚋ⋙⣑㸚࡛ࡖ࡙࠷ࡱࡌࠊ
ېᩒങ᪁㔢
࣬⥫ᆀᩒങࢅ㐅ࡴࡾ୕࡚ຝᯕⓏ㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ༇ᇡࡡず├ࡊࢅ᳠ゞࡊࠉ㔓ᆀ࣬㔓ᒜࡡᬊびࢅ
Ὡ࠾ࡊࡒけᆀ༇ࡡᅧ㊨ᗀሔࡡᩒങࡷ⏕ᆀࡡཱིᚋ࡞ຑࡴࡱࡌࠊ

□霊園の整備推進
ᩒങ᪁㔢

⥫䤡ୢ㟃ᅧ

ې㟻✒㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ㟻✒⣑ 㹝㹖
࣬⥫ࢢୢ㟃ᅧࡢࠉ㒌ᕰ゛⏤ᅧ࡛ࡊ࡙㒌ᕰ゛⏤Ửᏽࡈࡿࠉ≁Ṟපᅧ࡞న⨠ࡘࡄࡼࡿ࡙࠷ࡱࡌࠊ

᪡㔕⪯ᆀපᅧ

පᅧ
ྞ⛘

ې㟻✒㸯㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ㟻✒⣑㹝㹖
࣬᪡㔕⪯ᆀපᅧࡢࠉ㒌ᕰ゛⏤ᅧ࡛ࡊ࡙㒌ᕰ゛⏤Ửᏽࡈࡿࠉ≁Ṟපᅧ࡞న⨠ࡘࡄࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉ
㸝ᖲᠺ㸞ᖳ᭮Ⅴ࡚ࡡᩒങࡢࠉ㒌ᕰ゛⏤Ửᏽ༇ᇡ㟻✒࡞ᑊࡊ࡙ࠉ⏕ᆀཱིᚋ⋙㸚
࡛ࡖ࡙࠷ࡱࡌࠊ

ېᩒങ᪁㔢
࣬ᇡᩒങࡢࠉᮅᩒങ⟘ᡜ࡞ࡗ࠷࡙ᘤࡀ⤾ࡀᆀᶊ⩽ࡡ⌦ゆࢅᚋࡼᩒങࡡ᥆㐅࡞ຑࡴࡱࡌࠊ
࣬පභஹ㏳ᶭ㛭➴ࡡฺ౼ᛮࡻࡂࠉᡜ㞺こ㧏࠷ࡒࡴࠉ㏁㑇ᡜ➴ࢅᩒ⌦ࡊࡼୌ⯙ᆵ
ᡜࡡ౩⤝࡞ຑࡴࡱࡌࠊ
࣬පᅧᇡ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᕰẰ࡞のࡊࡱࡿࡾ⎌ሾᩒങ࡞ຑࡴࡾ࠾ࠉᅧහ࡞Ꮛᅹࡌࡾᗀኬᶖᯐ
ᆀࡡಕධࡷᬊびᙟᠺࡡ㔔ここ⣪࡚࠵ࡾ᱔୩ᮄࡷᮿᯐࡡಕᏋ࡞ཱིࡽ⤄ࡲࡱࡌࠊ

ېᩒങ᪁㔢
࣬᪡㔕⪯ᆀපᅧᇱᮇ゛⏤࡞Ἒ࠷ࡼࠉᇡ࡞࠽ࡄࡾᡜࡡᣚ⤾Ⓩ౩⤝ࢅ㐅ࡴࡾ࡛࡛ࡵ࡞ࠉ
ḿ㟻ථࡽཾࡷᡜ㛭౿᪃シࡡᩒങࢅ㐅ࡴࠉ᪺ࡾࡂ⾠⏍Ⓩ࡚ࠉฺ⏕ࡊࡷࡌ࠷ᡜࡘࡂࡽࢅ┘
ᣞࡊࡱࡌࠊපᅧᇡ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ㭧ずᕖὮᇡ࡞࠽ࡄࡾỀ″ᾨ㣬ᯐ࡛ࡊ࡙ࡡࡱ࡛ࡱࡽࡡ࠵ࡾᶖ
ᯐᆀࡷࡐࡆ࡞ᅹࡌࡾࡒࡴờࡷᆀᖈᏋᅹࡌࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉኣᵕ⏍ឺ⣌ࡡಕධ࡞ྡྷ
ࡄࡒཱིࡽ⤄ࡲࢅࠉᕰẰὩິᅆమࡷᆀᇡపẰࡡ༝ງࢅᚋࡼ㐅ࡴ࡙࠷ࡀࡱࡌࠊ
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濆身近な公園の整備推進
□歩いて行ける身近な公園の整備推進
少子高齢社会に対応するため、子供やお年寄りでも歩いていける範囲に公園が確保されるこ
とは、生活空間にゆとりをもたらすだけでなく災害時においても、一時避難地としての機能を
期待することができます。
こうしたことから、市民生活に関わりの深い街区公園については、
「歩いて行ける身近な公園」
として、誘致距離に基づく｢公園を整備すべき地区（2006 年度末未設置地区 5 箇所）｣への、
公園の整備を優先的に進めるとともに、近隣の公園の設置状況を勘案しながら、借地公園制度
等を活用するなど、小学校区を構成する町丁目の 2/3 に配置されるように努めます。
㸱ࡆࡿࡱ࡚ࡡ⩻࠻᪁㸳
ࡆࡿࡱ࡚ࡡ┘ᵾ
ㄇ ⮬ ㊝ 㞫 ➴ ࡞ ᇱ ࡘ ࡂ 㹷 ප ᅧ ࢅ ᩒ ങ
ࡌࡀᆀ༇㹸ࡡ࠹ࡔࡱࡓපᅧ ᮅᩒ
ങ࡚࠵ࡾ㸧ᆀ༇ࡡපᅧࡡᩒങࢅ┘ᣞ
ࡊ࡙࠷ࡱࡊࡒࠊ

ㄚ㢗
࡞පᅧᩒങࡈࡿ࡙࠷ࡾᆀ༇࡚ࡌ
පᅧṄ࠷࡙⾔ࡄ࠷࢙ࣛ࠵ࡽ
ࡱࡊࡒࠊ

㸱ࡆࡿ࠾ࡼࡡ⩻࠻᪁㸳
ࡆࡿ࠾ࡼࡡ┘ᵾ
පᅧࢅᩒങࡌࡀᆀ༇ࡡ᭩ᑚ༟
నࢅᑚᏕᰧ༇ࢅᵋᠺࡌࡾ⏣୍┘࡛
ࡊࠉࡐࡡ 㻕㻒㻖 ࡡᆀ༇࡞࠽ࡄࡾපᅧࡡ
ඖ㊂࡞ຑࡴࡱࡌࠊ

⏣୍┘࡚⣵ฦࡊࡒࡆ࡛࡞ࡻࡽṄ࠷
࡙࠷ࡄࡾ⠂ᅑ࡞ පᅧඖ㊂ࡈࡿࡱࡌࠊ

ౚ
㸦ࡗࡡᑚᏕᰧ༇࡞㸬ࡗࡡ⏣୍┘࠵ࡾ
ࡆ࡛࠾ࡼ㹷㸬⏣୍┘Ҹ පᅧ㹸ࡡ☔
ಕ࡞ຑࡴࡱࡌࠊ
э࡞㸧පᅧ࠵ࡾࡡ࡚᩺ࡒ࡞ᩒങࡌࡀ
පᅧࡢ㸨පᅧ࡛ࡽࡱࡌࠊ

図 3−37
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街区公園の配置計画の考え方（事例図）
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澪多様な手法による公園緑地の整備推進
□特別緑地保全地区の都市林としての整備推進
特別緑地保全地区については、土地の公有地化が図られるなど、市民への開放が可能となっ
た時点で、都市林として市民協働による緑地の保全整備を図ります。

□開発行為等における公園緑地の整備推進
一定規模以上の開発行為にあたっては、都市計画法による開発許可基準による公園緑地の整
備を引き続き指導します。
また、一定規模以上の建築行為及び開発行為を行う場合には、川崎市建築行為及び開発行為
に関する総合調整条例と緑の条例の連携を図りながら、「川崎市緑化指針」に基づき、対象事業
に関する緑化や公園緑地内の植栽について技術的な助言や指導を進めます。

□民有地等の活用による公園緑地整備の検討
市街化が著しい川崎市では、新たな用地取得を伴う公園整備は難しい状況にあるため民有地等
を活用した緑地や緑のオープンスペースを確保し、整備を推進する仕組みの検討を進めます。
表 3−9

民有地等の活用による公園緑地の整備の検討例

Ὡ⏕ࢅ᳠ゞࡌࡾโᗐ

᳠ゞහᐖ

ೇᆀපᅧโᗐ

㸝ᖲᠺ㸞ᖳࡡ㒌ᕰපᅧἪࡡᨭḿ࡞ࡻࡽࠉೇᆀዉ⣑⩽ࡡណྡྷ࡞ࡻࡾዉ⣑ゆ㝎࡞
ఔ࠹㒌ᕰපᅧࡡᗣḾこ௲⥾ࡈࡿࡒࡆ࡛࠾ࡼࠉ
ࠔೇᆀපᅧโᗐࠕࢅපᅧᩒങ࡞࠽ࡄ
ࡾ᭯ຝᡥἪ࡛ࡊ࡙Ὡ⏕ࡊࡱࡌࠊ

❟మපᅧโᗐ
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□民間の活力を活かした公園緑地整備の検討
公園整備を促進させる一手法として、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した次の
事業手法を検討します。
・ PFI 手法
・都市計画法第 59 条第 4 項の事業（特許事業）

□都市計画公園・緑地のあり方の検討
都市計画施設として都市計画決定されている一部の公園緑地には、計画区域や地域課題の変
化などにより長期の間事業が着手されていないものが存在します。
また、こうした計画区域内の関係者に対しては、長期にわたり私権の制限を課している状況
となっています。こうしたことから、都市計画施設としての公園緑地の計画のあり方について
検討を行ない、公園緑地計画の方向性を明らかにします。

濟リフレッシュパーク事業の推進
□リフレッシュパーク事業の推進
1971 年（昭和 46 年）以前に整備され老朽化した近隣・地区公園を市民ニーズに合った公園
として改修し、魅力ある公園として再整備します。
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■ 公園緑地の管理運営に関する施策
地域で守り育まれてきた公園緑地は、市民にとって貴重な緑のオープンスペースとなっています。
こうした公園緑地が有効に活用され、地域に引き継いでいくためには、維持管理の充実や地域主
体による公園管理の運営が望まれます。

濕公園緑地の維持管理の充実
□効率的な公園施設管理の仕組みづくり（アセットマネジメント）
川崎市の街区公園は、2006（平成 18）年度末で 828 箇所が整備されています。しかしなが
ら、整備から 20 年以上を超える街区公園は全体の 64 ％となっており、今後、施設の老朽化に
伴う修繕等の時期とその費用が集中することが懸念されます。
こうしたことから、修繕等の費用を経年的に平準化することや安全安心な公園づくりを目指
して、公園施設の管理計画と実施プログラムの作成に取り組みます。
表 3−10

༇

整備から20年以上経過している街区公園の割合
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□安心安全な公園緑地の管理
地域の方々が安心して子どもたちの利用を見守れるような、明るく衛生的な公園づくりを公
園管理運営協議会等と連携しながら取り組みます。
また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、公園緑地施設の
バリアフリー化に努めます。
管理の視点
・安心して遊べる公園づくり
〔定期的な公園施設点検の実施、プリメンテナンス（予防的な維持管理）〕
・防犯に配慮した公園づくり
・見とおしの良い公園づくり
・衛生的な公園づくり
・高齢者や障害者等にやさしい公園づくり（バリアフリー化の推進）

□子育て環境づくりとしての公園緑地の管理の充実
急激に進行する少子化への取り組みとして、地域全体で安心して子育てができる公園づくり
に努めます。
管理の視点
・市民参加のワークショップによる公園管理計画の作成
・防犯やバリアフリーに配慮した施設改修計画の検討
・市民による花壇整備、管理の推進
・親子で遊べる広場づくりの検討（キャッチボールなど）
・住民参加による環境学習、体験学習、地域イベントの促進
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濬多様な手法による公園緑地の管理運営
□市民協働による公園緑地の管理運営
市民に身近な公園緑地を「地域の庭」として共有される財産とするため、「公園管理運営
協議会」の設立を推進します。
□民間活力等による管理運営の検討
効率的な公園の管理運営を実現させるために、民間資本の活用を検討します。
表 3−11 民有地等の活用による管理運営の検討例
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□生田緑地パークマネジメントの構築
大規模公園の中でも川崎市を代表する生田緑地は、公園内の自然環境の保全をはじめと
した様々な市民活動が行われており、生田緑地管理運営協議会や生田緑地植生管理協議会
など、市民、NPO、行政との協働が進められています。また、緑地内には日本民家園、岡
本太郎美術館、青少年科学館などの市民利用施設が設置されていることから、今後はこう
した市民活動団体や施設管理者との連携をより充実させながら、維持管理を含めた総合的
な管理運営による生田緑地の魅力づくりを高めてくことも必要です。
こうしたことから、これまでの実績を更に向上させ、市域における先駆的なモデルとな
るよう生田緑地にかかわる様々な関係者が参加、協働し、管理運営を進める「生田緑地
パークマネジメント」の構築を行います。
濔公園緑地の活性化の推進
□ 公園緑地の機能の回復
社会情勢を反映して、公園緑地においてもホームレスの滞留が見られます。様々な事情
の中で、公園緑地が一時的な生活の場とされていますが、公園管理上、好ましい状況とは
言いがたいものとなっています。こうしたことから、今後も引き続き関係する団体、地域
住民等との連携により快適な園内環境を目指します。
□都市公園の農的活用の拡大
市民ニーズの変化及び高齢化社会への対応策として、地域住民の合意を得ながら、都市
公園の活性化策の一手法として農的活用の検討を行います。
□公園施設の有効活用
プールなど特定の季節のみに利用される施設については、花壇に用いる花の栽培スペー
スなど、オフシーズンの有効利用を検討します。
また、公園施設として設置されたプールについては、その利用状況、老朽化、市民需要
等、様々な視点から「公園内のプールのあり方」について検討し、将来に向けた公園整備
方針に役立てます。
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□特色ある公園緑地の活用
流れ（せせらぎ・カナール等）、展望台、大木、遺跡、桜の名勝、梅園、友好都市の名をつけ
た樹林地、ビオトープ、バラの名勝、動物園や風車等の施設を保有する特色ある公園の機能の
充実と質の向上を図り、魅力ある公園づくりに努めます。
表 3−12
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■ 多摩川の保全と活用に関する施策
濘多摩川プランの推進
□川崎市多摩川プランの推進
「川崎市多摩川プラン」は、2006（平成 18）年度に策定しました。基本理念として「川とふ
るさとの再生、市民協働による多摩川ライフの創造」を掲げ、多摩川への理解を深め、整備、
保全の視点から 7 つの基本目標と 30 の施策の方向性を設定し、多摩川緑地として都市計画決
定している約 518ha の緑地を対象として、総合的な多摩川に関する施策の展開を示していま
す。また、3 つのリーディングプロジェクトと 6 箇所の重点エリアを設定し、計画の実効性を
高めています。
緑の基本計画では、多摩川を魅力ある空間としていくために、流域や支川、対岸を含め、流
域全体を意識して、このプランを推進します。
表 3−13

川崎市多摩川プランにおける基本目標と施策の方向性
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濱多摩川エコミュージアムプランの推進
□多摩川エコミュージアムプランの推進
「多摩川エコミュージアムプラン（2001 年策定）」は、多摩川を中心とする「水系」や水系の
涵養に不可欠な「緑」、地域が育んできた「歴史と文化」、そしてこれらを支える人々など様々
な資源を活用し、地域に暮らす市民と企業、行政が役割を分担し、各々が持てる機能を発揮し
ながら、地域に立脚し、地域から発信するまちづくりを目指しています。
多摩川エコミュージアムプランは、二ケ領せせらぎ館を拠点とする NPO 法人多摩川エコ
ミュージアムが主体となって推進しており、これまでにも、ネットワーク推進事業、情報発信
事業、展示事業などをはじめとした流域を巻き込んだ市民間交流により活動が進められていま
す。
今後も、川崎市多摩川プランとの計画間調整を進めながら、これまでの実績を踏まえたネッ
トワーク型の活動展開を進めます。

濮多摩川緑地の整備と維持管理の充実
□多摩川緑地の整備と維持管理の充実
多摩川では、河川管理者である国や関係機関と調整しながら、多摩川緑地やサイクリング
コース、マラソンコース等の維持管理が行われています。今後は、市民から求められている維
持管理水準の向上や施設の充実を進めるとともに、多摩川水系河川整備計画に沿い、自然環境
と調和させながら、運動施設の再配置を進め河川敷の有効な活用と利便性の向上を図る取り組
みを進めます。
主な取り組み
・上丸子天神町、丸子橋、古市場の非効率的な施設配置の改善を行います。
・低水路護岸工事などにより、高水敷きが狭くなった地区については、小規模サイズの施設展開の可能性
を検討します。
・川崎市が占用している箇所以外の地区においても、新たな占用可能地として検討を進めます。
・野球場、サッカー場等の再配置や整備に関しては利用者ニーズを反映した計画を作成します。
・マラソンコースについては、未舗装区間等の整備も含めた再整備を検討します。
・管理水準の向上に向けて、市民や利用者との協働も視野に入れます。
・誰もが快適に施設利用ができるよう、グランド整備や草刈など施設の維持管理の水準の向上を目指し
ます。また、きめ細やかな管理を実現させるために市民、ＮＰＯ、事業者等の活動の支援を行います。
・運動施設に必要な用具入れ等の整備を図ります。
・サイクリングコースについては、河川管理に支障のない範囲で案内標識の整備を高めるとともに、一部
未整備区間の延伸や河口部における回遊性の確保についても検討を行います。

濛多摩川河口干潟の保全
□多摩川河川環境管理計画に沿った多摩川河口干潟の保全
多摩川の河口には貴重な河口干潟である「殿町干潟」があり、周辺に広がるヨシ原の環境と
ともに貴重な自然空間を形成しています。また、河口には汽水域特有の自然環境も残され、多
様な動植物や様々な鳥たちを見ることができます。このような貴重な生態系を保ち、自然を守
るスペースとして多摩川水系河川整備計画で生態体系保持空間として位置づけられていること
から、その趣旨を尊重し、国との連携を図りながら、多摩川河口干潟の保全に向けて、干潟の
生物観察をはじめとした、環境学習等の取り組みを進めます。
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■ 臨海部に関する施策
海の玄関口となる臨海部の景観形成や地域環境の向上を図ることは、川崎市のイメージを高める
だけでなく、都市気象の改善などにも大きく貢献することになります。
そのために街路樹や公園などの公共施設における緑の創出のみでなく、民有地である事業所敷地
の効果的な緑化誘導の促進に努めます。

瀉川崎港千鳥町再整備計画に合わせた緑地空間の確保と充実
□ちどり公園の活性化
港湾緑地である「ちどり公園」の活性化を進め、「緑の拠点」の充実を目指します。

□事業所との連携による緑地空間の創出と水際線の開放
事業所と連携を図りながら、土地や施設の利用転換による緑地空間を創出し、水際線の開放
を促進することで、市民に開かれた臨海部を目指します。

□緑化等の推進
土地や施設の利用状況に合わせて、自然エネルギーの導入や緑化等の推進に努め、公共埠頭
として地球環境に配慮した取り組みを進めます。

瀋臨海都市拠点の土地利用再編機会を捉えた緑と水のまちなみ形成
□ 多摩川と一体となった景観形成を目指した川崎殿町・大師河原地域の緑化推進重点地区計画の策定
川崎殿町・大師河原地域においては、工場跡地等の土地利用の再編機会を捉えて、内奥運河
から多摩川に連続した緑のネットワーク形成や多摩川と一体となった水辺景観形成に配慮した
緑化推進重点地区計画を市民や事業者との協働により策定します。

□内奥運河沿いの水際空間とのつながりに配慮した浜川崎駅周辺地域の緑化推進重点地区計画の策定
浜川崎駅周辺地域においては、工場跡地等の土地利用の再編機会を捉えて、運河を活かした
公園緑地等の誘導など、内奥運河沿いの水際空間とのつながりに配慮した緑化推進重点地区計
画を市民や事業者との協働により策定します。

濺「（仮称）かわさき臨海の森づくり」の促進
□事業所と連携した「（仮称）かわさき臨海の森づくり」宣言の検討
臨海部に立地する事業所と行政が協働、連携し、地域の環境改善と景観向上に努めます。
そのために、それぞれのモチベーションを高め、相互の役割を認識するための「（仮称）かわ
さき臨海の森づくり」共同宣言を行うことを目指します。

□事業所と連携した地区別緑化計画の策定による効果的な緑化地誘導

※

「（仮称）かわさき臨海の森づくり」の共同宣言を具体化させるために、臨海部にふさわしい地
域づくりの形成を目指して、事業所との協働により、それぞれの地区の特性に配慮した「地区
別緑化計画」を策定します。また、「地区別緑化計画」は、工場立地法による工業集合地特例を
活用した緑化手法を検討の一つに加えるとともに、街路樹等の緑のインフラの整備の方向性を
示し、事業者と行政の連携による臨海部の環境改善を目指すものとして活用します。

※ 工場立地法に基づいて、2006（平成 18）年度末には約 184ha の緑地が確保されています。また、すべての事業所が地域準則によ
り 15 ％の緑化が達成されると、270ha に及ぶ緑の創出が推定されます。
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瀑臨海部における緑のストックの活用
□臨海部の緑道や緑地等の環境整備
臨海部と市街地の接点となる産業道路沿いは、市街地側からのウエルカムゲートになるため、
産業道路に接する緑地、公園、緑道等の環境整備を進め、臨海部のイメージアップに努めます。

□臨海部の街路樹の再編
臨海部における街路樹は、港の景観を左右する重要な緑のインフラであるとともに、ヒート
アイランド現象の緩和や温室効果ガスの吸収効果、運河からの海風を市街地に送る風の道の構
築に向けた重要な環境資源として位置づけられるため、緑の景観軸を支えるインフラ整備の一
環として街路樹の再編に取り組みます。

□開かれた臨海部を目指した産業ストックの活用
臨海部における緑と水のネットワークの形成にあたっては、臨海部に残された近代化遺産や
産業文化財などの社会的資源を活用しながら、回遊性のある市民に開かれた臨海部づくりに努
めます。

瀁港湾緑地の整備推進
□港湾緑地の整備推進
首都圏の市街地において大規模な地震等による甚大な被害が発生した際に、広域的な防災活
動の核となる基幹的広域防災拠点として東扇島東公園の整備を進めています。
また、2008（平成 20）年度に開園を予定していることから、多目的広場、バーベキュー場、
人工海浜等の公園利用施設について、市民のご意見を伺いながらその利用方法をはじめとした、
管理運営の充実に努めます。

□港湾緑地の活性化
既存のちどり公園の活性化や港湾計画で位置づけられているリフレッシュ緑地（企業との連
携による緑化整備）などの整備を通して市民に親しまれる空間づくりに努めます。また、臨海
部と市民をつなげる緑の拠点として港湾緑地の適切な維持管理に努めます。

瀏新たな緑地の創出
□浮島 1 期地区における緑地の創出
浮島 1 期地区においては、新たな緑地の創出に努めます。
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■ 緑の普及啓発に関する施策
濾環境学習の推進
□体験型環境学習の場の確保※
市民の体験型環境学習の機会が得られるよう、特色のある公園緑地の整備やその管理運営の
充実に努めます。

□学校等における環境学習への支援
「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の制定や、川崎市の「環
境教育・学習基本方針」の趣旨を受け、次世代を継ぐ子供たちを緑の保全、再生、創出の担い
手として期待し、様々な機会を通じて学校等における環境学習の支援に努めます。

瀛普及啓発活動の推進
□緑に関するイベントの充実等
緑に関するイベントは、緑の普及、啓発に大きな効果が期待されます。
また、イベントの運営形態についても行政主導のみではなく、市民や事業者などによる開催
も数多く見られるようになったことから、市民、事業者、NPO などとの連携を図り、都市緑化
月間（10 月 1 日から 10 月 31 日）や地域の行事等に合わせながら、様々な緑のイベントの実
施や参画、支援に努めます。
表 3−14 緑に関するイベントの例
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□事業所による地域環境活動への参画機会の確保
環境問題が大きくクローズアップされる中で、企業の CSR として、緑の保全、創出、育成の
ため、地域社会への参画等が大きく期待されています。
こうしたことから、事業所の地域環境の向上にむけた活動や環境負荷軽減に向けた取り組み
を更に向上させていくため、みどりの事業所推進協議会への加盟促進、事業所緑化の促進、臨
海部における緑を介した環境向上への参画など、緑の基本計画が目指す将来像を達成させるた
めに様々な機会を通じて協働、連携していきます。

※ 体験型環境学習は、P130 に示した特色のある公園緑地で行うことができます。
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□財団法人川崎市公園緑地協会の充実
財団法人川崎市公園緑地協会は、市の公園緑地等に関する事業及び民有地の緑化に関する事
業の発展と振興に協力し、公園緑地の円滑な運営及び健全な利用の増進並びに市民の緑化意識
の高揚を図り、緑豊かなうるおいと安らぎのある、まちづくりに寄与することを目的に 1971
（昭和 46）年 4 月に設立された公益法人です。
これまでに自主事業、受託事業、緑化推進事業、食堂・有料駐車場・ゴルフ場の経営を中心
として業務を進めてきましたが、指定管理者制度の施行にあたり、これまで以上に企業と同等
の経営感覚が求められています。
また、ボランティア支援として、緑のボランティアセンターとしての機能を付加し、市民活
動の拠点としての充実も期待されています。
こうしたことから、本格的な少子高齢社会における多様な市民ニーズを的確に反映できる機
関として、職員の育成や業務内容の充実に向けた取り組みを進めます。
表 3−15

財団法人川崎市公園緑地協会の主な事業
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瀚市民による緑化活動の推進
□ 140 万市民による植樹運動の推進
ヒートアイランド現象の緩和や都市景観の向上などに向けて、2005（平成 17）年度から
「市民による 10 万本植樹」運動を開始し、市民、事業者、NPO、大学等の研究機関、行政が協
働により植樹運動を実施しています。今後も、この運動を更に拡大させながら、市民一人ひと
りが緑を増やす植樹運動として、地球環境に配慮したまちづくりを推進します。

潴緑の地域リーダーの参画機会の充実
□人材育成と活用の推進
川崎市では緑に関わる人材育成に関して、これまでにも里山ボランティア育成講座、花と緑
のまちづくり講座、かわさきガーデナー認定試験、地域環境リーダー育成講座、かわさき緑レ
ンジャー等、様々な人材の育成を行っています。
こうした緑の地域リーダーとなりうる方々が、地域ぐるみの緑化運動や緑の保全活動等の推

136

進役として参画する機会の確保を進めます。

第3章

緑の基本計画

瀝緑の情報発信の推進
□緑のリーフレット等の充実
緑の普及、啓発を進めるために、市民にわかりやすく、見て楽しく、市民ニーズに応えられ
る内容となるよう、リーフレットやパンフレット等の充実に努めます。また、市ホームページ
による情報発信も充実します。
表 3−16
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□研究開発等の PR とその活用の促進
日々、緑化技術が進展している中で、川崎市に事業所を持つ企業でも緑に関する様々な技術
革新にむけた研究が取り組まれています。例えば、屋上・壁面緑化などの特殊空間による緑化
技術や自己の事業所から発生した資材等を有効活用した舗装材の開発など、地球温暖化対策に
関係する研究開発などが上げられます。
こうしたことから、様々な機会を通じて、緑に関連した共同研究やその技術開発の支援に努
めます。

瀘緑の取り組みに対する表彰等の充実
□各種顕彰制度の充実
市民や事業者等による緑の活動等を高く評価し、顕彰する機会の充実に努めます。
・緑化ポスター（緑のコンクール）
・市主催による環境功労者表彰
・国等の主催による緑化コンクール、都市緑化功労者及び団体の表彰への推薦

□企業の環境配慮意識の向上
企業による緑の保全及び緑化の推進に関する活動を持続的に進めるためには、その取り組み
が社会に広く発信され、評価されることも大切です。
また、社会的に評価をうけた環境配慮行動は、企業のイメージアップになるほか、地域貢献
につながることが期待されます。
こうしたことから、国連グローバル・コンパクトの推進をはじめ、川崎市建築物環境配慮制
度（CASBEE 川崎）や財団法人都市緑化基金による社会・環境貢献緑地評価システム（SEGES）
など関係制度の普及、促進により、企業の環境配慮意識の高揚に努めます。
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瀟緑の交流の場づくり
□市民活動の交流拠点の確保
地域ぐるみにおける市民緑化運動や身近な緑の保全継承を地域レベルで促進していくために
は、市民活動の交流拠点の確保も大切です。
こうしたことから、既存施設を有効活用しながら市民交流イベント、環境学習、情報提供等
の充実に努めます。

□環境総合研究所の設立
私たちのとりまく環境を地球環境規模に捉えながら、地域レベルでの様々な環境問題に取り
組む環境総合研究所の設立に取り組みます。

□緑のフォーラム等の開催
地域間交流を進めるためには、様々なフィールドで活動している市民団体の相互理解と連携
が重要です。そのためには、交流の場としてのフォーラムは効果的な取り組みと考えられます。
こうしたことから、財団法人川崎市公園緑地協会の緑のボランティアセンター機能を充実さ
せる取り組みの一環として、緑のフォーラムの定期的な開催を進めます。
また、市民健康の森による「市民健康の森フォーラム」をはじめ、各地でも様々な緑のボラ
ンティア団体による市民同士の交流が進められていることから、こうした市民主導型のフォー
ラムへの支援に努めます。

瀰緑のストックの PR と活用の促進
□観光資源としての緑のストックの活用
川崎市の魅力を広く PR する意味で、「緑豊かな川崎」のイメージを発信することは重要な取
り組みと考えます。
四季の彩を織りなす生田緑地、里地・里山の景観を形成している黒川地区の特別緑地保全地
区、母なる川である多摩川、臨海部における港湾緑地や運河による港の風景などは川崎市のイ
メージアップと観光資源として重要な自然的環境資源です。
こうした緑のストックについては、シティセールス、観光資源の観点から積極的な活用を行
います。
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瀾緑の調査研究
□定期的な自然的環境資源の調査※の実施
緑の現況調査を定期的に進め、市域の自然環境の状況を把握することは重要です。
こうしたことから、緑の現況調査として、緑の実施計画の見直しや都市計画基礎調査の時期
を勘案し、概ね 3 〜 5 年ごとに「自然的環境の分布」の更新を行い公表していきます。

□緑の保全及び緑化の推進に関する施策の調査・研究・企画立案
緑の基本計画を推進させるために様々な施策の調査、研究や市民ニーズに応えるための企画
立案に取り組みます。
表 3−17

主な調査・研究・企画立案の内容
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□市民協働による動植物分布調査の実施
大学等教育機関や市民活動団体などの協力を得ながら、動植物の環境指針（キーストンなど）
の設定を検討し、市民協働による動植物調査の実施を行い、身近な自然環境への関心を高めま
す。

□（仮称）動植物の生息地保全指針の策定
動植物の生息地に関する現況調査を踏まえて、緑地保全施策や自然的環境の保全配慮などの
関係施策に活用できる「（仮称）動植物の生息地保全指針」を策定します。

※ 参考 自然的環境の分布調査の区分は、
「樹木の集団」
（300m2 以上の緑地を含む）
、
「農地」
、
「河川等」
、
「運河」です。
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瀲緑のリサイクルの推進
□大規模公園における緑のゼロエミッションへの取り組み
緑のゼロエミッションへの取り組みの推進として、生田緑地をはじめとした大規模公園にお
いて、管理による発生材の有効活用の取り組みを推進します。
・剪定枝葉を活用した生物の生息生育空間の確保
・落ち葉や刈り草等の堆肥化
・公園施設への活用（ベンチ、スツール、階段、杭等補修材料としての活用）
・イベントでの活用（炭焼き、椎茸のほだ木等への活用）

□公園緑地整備等における資源活用の推進
環境整備の先駆的な役割を担う公園緑地等の整備において、次のような様々な循環型整備を
実践します。
循環型整備の例
・国産材の活用
・リサイクル資材の活用
・生物多様性への配慮
・地域特性に応じた植物の活用
・整備による発生材の活用
・太陽光や風力などのグリーンエネ
ルギーを活用した工夫のある整備

□緑のリサイクルに向けた関連企業との研究
公園緑地や街路樹の管理により発生した植
物発生材を活用し、チップや堆肥などの再生
品を生み出す新たな緑のリサイクルの可能性
を関連企業との連携により研究を進めます。

剪定枝葉を活用した生物の生息生育空間の確保
（生田緑地）

□市民活動による緑のリサイクルの推進
公園管理運営協議会等の活動の際に、地域における小さな循環として、管理活動で発生する
資材の有効活用を促進します。
事例（緑の3R ※ 運動）
・抑制（Reduce）
：ごみの持ち帰り運動、公園施設の簡易点検（管理活動により公園の安全性
を高める）等
・再利用（Reuse）
：花の育成、再生可能資材（樹木）の公園ファニチャー化 等
・再生利用（Recycle） ：落ち葉等の堆肥化 等
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※ 3R ： 3R は、ごみの減量、リサイクルを推進し、循環型のまちを目指す基本理念として用いられます。公園は、本来ごみが排出される
エリアではありませんが、市民活動を進めるうえで、誰もがわかりやすい表現と考え、活動の事例として示しました。
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■ 緑の景観形成に関する施策
2004（平成 16）年度の景観法の施行に伴い、2007（平成 19）年度に「川崎市景観計画」を
策定しました。
この計画の景観形成方針では、多摩丘陵軸、多摩川崖線軸、多摩川軸、東京湾軸などが景観軸と
して設定され、本計画との整合が図られています。

灑景観計画と連携した緑の施策推進
□景観計画と連携した緑の施策推進
「川崎市景観計画」との連携を図りながら、その内容を尊重した緑の保全や緑化の推進による
緑の景観形成を進めます。
 
1

図 3−38

「川崎市景観計画」における景観形成方針図

141

第3章

緑の基本計画

盪 3 つの視点と基本施策の関係整理
緑の将来像を描くうえで、基本とした 3 つの視点と 50 の基本施策の関係を整理すると、次
のとおりとなります。
○緑の協働の仕組みの充実
○緑のインフラの構築と持続による地球環境都市への飛躍
○緑を守り育み質の向上を図る

表 3−18 3 つの視点と基本施策関係整理表
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ͤ
ېපභප─᪃シࡡ⥫᥆
㐅ͤ
⥫ې᥆㐅㔔Ⅴᆀ༇㸝ು
ᆀ㸞࡞࠽ࡄࡾ⥫᥆
㐅ͤ
ېኣᵕᡥἪ࡞ࡻࡾ⥫
᥆㐅ͤ
⾜ې㊨ᶖࡡ㐲ḿ⟮⌦ࡡ
᥆㐅
ېᴏᡜ⥫ࡡಀ㐅ͤ
 ېᕖ ᓧ ࡨ ࡾ ࡈ ࡛ ࡡ ᑚ ᙼ ې㎨ࢅ▩ࡾᶭఌ࡛ཤຊࡌࡾ ⥫ېຐᠺโᗐࡡᬉཀྵ࡛
⤄ࡲࡡඖᐁͤ
ඖᐁͤ
㸝㐗Ṅ㐠㸞ࡡシᏽ
ې㛭౿⮤మ࡛ࡡᗀᇡ㏻
ᦘࡡ᥆㐅
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コラム
【平成１９年度 緑化ポスターコンクール 優秀作品】
川崎市では、市内の小・中学生を対象に、公園や緑への認識を高めてもらい、緑化活動を普及
啓発することを目的に、毎年、ポスターや標語のコンクールを行っています。平成19年度の緑化ポ
スターコンクールは、小学低学年の部、小学中学年の部、小学高学年の部、中学校の部に分かれて
行われました。以下が金賞の作品です

小学低学年の部
金賞
小中学年の部
金賞

小学高学年の部
金賞
中学校の部
金賞
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