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生田緑地は、昭和 16 年に都市計画決定された都市計画緑地であり、首都圏を代表する緑

豊かな自然的環境を有するとともに、個性と魅力ある市民利用施設が集積する本市を代表す

る貴重な地域資源である。今後、生田緑地においては、青少年科学館の改築や（仮称）藤子・

F・不二雄ミュージアムの開館など施設の更新、新設が予定されている。 

しかしながら、生田緑地の持つ自然的資源や文化施設※の魅力など、生田緑地全体の魅力が

十分に発信できていないという現状がある。 

そのため、それぞれの個性を 大限発揮させ、生田緑地全体の魅力と利便性の向上を図る

とともに、生田緑地の魅力を持続可能とする運営のしくみの構築に向けた「生田緑地運営の

基本的な考え方」をまとめ、今後の生田緑地運営の基本指針とする。 

Ⅰ 背景と目的 

■川崎市基本構想に掲げる基本政策の一つである「環境を守り自然と調和したまち

づくり」を推進するものとし、策定した。 

■上位計画である川崎再生フロンティアプランに基づき、第２期実行計画、新行財

政改革プラン、川崎市都市計画マスタープランと連携し、また、これまで策定さ

れてきた生田緑地整備構想等を踏まえ、策定した。 

■事業の展開にあたっては、関連する分野の個別計画とも十分調整を図り、推進

する。 

～「生田緑地運営の基本的な考え方」の位置づけ～ 

※文化施設：ここでいう文化施設とは、教育的な施設とする。例として博物館・資

料館・美術館等が挙げられる。 
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1 魅力と利便性 

 

 

Ⅱ 生田緑地の現状と課題 

生田緑地は、多摩丘陵の起伏がある地形にクヌギ・コナラの植生を中心とした里山景観

の中で、枡形山広場やホタルの里、ばら苑などの魅力的な自然的資源を持つ緑地である。

また、生田緑地は、岡本太郎美術館、日本民家園、青少年科学館という個性ある文化施設

やゴルフ場など多様な施設を内包した緑地となっている。 

この豊かな自然的環境や多様な地域資源が持つ魅力を 大限に活かし、生田緑地全体の

価値を高める取組が求められている。 

（１）現状 

（２）課題 

課題１：魅力向上・情報発信 

●生田緑地の魅力を高め・広めるためには、生田緑地の統一的な広報が必要である。 

●また、多様な目的の利用者層に受け入れられるよう、各利用者層に行き届く情報発信

が必要である。 

●生田緑地に来訪した利用者への案内や緑地全体の総合的な情報提供機能や案内機能を

整備する必要がある。 

課題２：生田緑地の利便性や回遊性の向上 

●これまで生田緑地内の施設整備については、施設ごとに整備されてきた経過がある。

施設単位での整備・改修にとどまるのではなく、緑地全体の利便性向上を念頭に置い

た機能の強化、充実が必要である。 

●さらに、幹線道路等の基盤整備や青少年科学館の改築や（仮称）藤子・F・不二雄ミ

ュージアムの整備などによる利用者の増大が予想されることから、これらに対応した

機能の充実、駐車場対策の実施等、利便性向上が必要である。 

●また、利用者の散策や回遊を支援する案内サイン等の整備が必要である。 
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２ 管理運営 

 

現在、生田緑地及び緑地内施設の管理は、下表に示すように施設ごとに対応している状

況にある。 

表 生田緑地及び緑地内施設の管理運営業務の所管一覧 

施設名 管理運営業務の所管 

生田緑地 環境局 

岡本太郎美術館、日本民家園、

青少年科学館 
教育委員会 

生田緑地ゴルフ場 

駐車場、レストハウス 

環境局 

(財)川崎市公園緑地協会が管理使用許可により運営 

ばら苑 

環境局 

(財)川崎市公園緑地協会に委託し、ばら苑ボランティア

の会との協働により運営 

上記表のように施設毎の縦割りによる管理運営体制になっているため、各施設間の連携

が十分に機能しにくい状況にある。また、教育委員会の所管施設についても、施設毎に施

設長が置かれ、個性的な運営が実施されている。 

また、予算面の運営は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の生田緑地の効果的・効率的な管理運営に向けては、各施設の活動域を越え、横断

的な視野に立ち、多面的に連携できる管理運営のしくみの導入が求められる。 

（１）現状 

■生田緑地ゴルフ場は、本市のパブリックゴルフ場として、財団法人川崎市公園緑地協会

に管理許可を付与し運営を行っており、利用料や物販など年間約 10 億円の収入がある。

■そのうち、管理許可使用料として年間約2億8千万円を市のゴルフ場特別会計に計上し、

約 1 億 5 千万円をゴルフ場の整備などに充てており、約 1 億 3 千万円を一般会計に繰

り入れ、生田緑地の維持管理費等として還元している。 

■岡本太郎美術館、日本民家園、青少年科学館の運営経費については、施設毎の予算執行

となっている。3 文化施設全体の支出としては、約 5 億 6 千万円、収入としては、利用

者からの観覧料などが全体で約 8 千万円、一般財源として、全体で約 4 億 8 千万円計

上されている。 

緑地・各施設の平成 18 年度決算の概況と収支の流れ 
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（２）課題 

課題１：多様な連携による管理運営 

●これまでの縦割りによる管理運営から、多面的なサービス提供を可能とする施設間の

横の連携強化による管理運営が必要である。 

●NPO やボランティアとの連携強化や、民間活力を導入するなど、行政だけでなく、

多様な担い手との協働による管理運営が必要である。 

●生田緑地ゴルフ場については、ゴルフ場利用者に対するサービスの提供が中心である

が、独立した存在ではなく、生田緑地の施設の１つとして全体との有機的な連携をも

った運営が必要である。 

課題２：効率的な予算運営 

●生田緑地の持続可能な運営に向けて、各施設の予算を単独で完結するのではなく、生

田緑地全体として有効に活用できるような取組が必要である。 

●ゴルフ場の収益の一部を生田緑地の維持管理に還元するしくみの継続・拡充が必要で

ある。 

●多様な担い手との連携・協働などによる多面的な運営手法による効率的運営が必要で

ある。 
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３ 北部のまちづくりとの連携 

 

 
生田緑地周辺においては、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺を中心に登戸土地区画整理事業をは

じめ、鉄道・幹線道路・民間開発など基盤整備が目に見える形で進展を見せている。 

しかし一方では、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺を中心とする地区において、生田緑地を地域

の誇れる財産として十分に活かしきれず、にぎわいや地域経済の活性化に寄与できていな

いのが現状である。 

今後、生田緑地単体としてではなく、市北部のまちづくり全体の視点から関連施策との

連携や整合をもって進めることが求められる。 

（１）現状 

 

（２）課題 

課題１：登戸・向ヶ丘遊園駅周辺との連携 

●土地区画整理事業や道路整備事業などの機会を捉え、関係機関や市民、市民活動団体

などと連携を図り、景観や街並みづくりに生田緑地を活かしていくことが必要である。

●生田緑地や多摩川などの地域資源の一体的な魅力発信や魅力を紹介する機能を整備す

る必要がある。 

●商業集積の誘導や既存の個店や商店街、市民団体、町内会、企業などとの様々な連携

を通じ、生田緑地の魅力を活かしたにぎわいのあるまちづくりに向けた取組が必要で

ある。 

課題２：交通基盤・施設整備 

●幹線道路整備や市街地整備などにあわせて、登戸駅・向ヶ丘遊園駅・宿河原駅など各

交通拠点から、生田緑地や多摩川などの地域資源を結ぶアクセス動線の向上が必要で

ある。 

●また、各交通拠点から生田緑地や多摩川などの地域資源への適切な誘導や回遊性を高

めるための統一的な案内サインの充実が必要である。 
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 生田緑地の現状と課題を踏まえ、生田緑地が求められる役割を担っていくためには、自然

的環境と多様な地域資源の保全・活用など生田緑地の魅力や価値を高めるとともに、運営に

ついては、緑地利用者や緑の活動を希望する市民の満足を創出し、市民生活の豊かさに資す

るため、従来の行政主導の事業手法などの枠を越え、総合的な視点により効果的・効率的な

運営のしくみを構築していくことが必要となる。 

そのため、以下の２つの目標を定め、市民、行政、民間等が連携、協働して生田緑地を守

り育てていくこととする。 

 

 

 

生田緑地は、人とのつながりで保全されてきた四季折々の変化を楽しめる広大な里

山の魅力があり、その中に、文化施設、ゴルフ場など個性のある施設が立地している。

その自然的環境と文化が融合する姿は、生田緑地独自の姿であり、川崎市特有の価値

である。これらの資源を今後も活かし、個性的な価値として磨き、継承しながら、独

自の魅力として向上させる。 

また、生田緑地の価値や魅力を緑地内だけでとどめるのではなく、積極的に情報発

信等を行い、さらには、北部のまちづくりとの連携により、相乗的な効果として波及

する好循環なしくみとして整えていく。 

 

（１）自然的環境の保全・創出・育成と様々な生田緑地施設の機能の充実 

（２）生田緑地に立地する文化施設などの魅力の向上 

（３）更に魅力を高める新たな機能の導入 

（４）北部のまちづくりとの連携 

（５）戦略的広報の実施 

 

基本目標 1 

豊かな自然的環境と多様な資源を活かした
価値の創出と魅力の向上 

基本目標の実現に向けた視点

Ⅲ 生田緑地運営の基本目標 
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生田緑地の管理運営においては、自然的資源としての緑地の保全・継承とともに、

多様化・増大化する市民ニーズへの柔軟かつ適切な対応が求められる。限られた経営

資源の中で、多様なニーズに対応するため、各施設の特徴を活かしつつ、横断的な視

野に立ち、多面的に連携できる管理運営のしくみの導入が必要である。また、各施設

の収益の有効活用や、市民、ＮＰＯ、企業などとの協働などにより、効果的・効率的

な管理運営を推進する。 

このように、従来の枠を超えた総合的な管理運営の構築に向けた取組により、生田

緑地の持続的な発展を継続する。 

 

 

（１）各施設の特徴を活かした新たな管理運営のしくみの導入 

（２）横断的な管理運営主体の確立に向けた段階的取組の実施 

（３）パークマネジメント※の視点に基づく管理運営のしくみの導入 

 

 

基本目標 2 

効果的・効率的な管理運営の構築による
生田緑地の持続的な発展 

基本目標の実現に向けた視点

※パークマネジメントの考え方： 

維持管理、運営管理などの従来の枠を越え、効果的・効率的な管理

運営の視点から、豊かな自然的環境を持続可能とするとともに、公

園のサービス・価値を向上させることをめざして、市民・NPO、企業

などと連携・協働しながら、総合的な視点に立って公園を運営して

いくこと。 
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１ 生田緑地の価値と魅力の向上を図るための施策の推進 

生田緑地の魅力と利便性の更なる向上のために、緑や散策路など魅力拠点に向けた生田緑

地の整備を図っていく。各施設においては、魅力と利便性を高める機能の導入と事業展開を

図る。 

また、周辺のまちづくりとの連携による地域全体としての魅力の向上を図る。さらに、生

田緑地の魅力を発信していくことが重要であることから、戦略的広報の実施について推進し

ていく。 

 

（１）自然的環境の保全・創出・育成と様々な生田緑地施設の機能の充実 

① 持続可能な自然的環境の形成に向けた取組 

多摩丘陵の起伏に富んだ地形に人との関わりで植林されたクヌギ・コナラ等の二次林が

覆う生田緑地では、市民との連携・協働による植生管理や希少動物の保護活動を活発に進

めており、それらの取組を推進する。 

また、地球環境保全の視点からも、緑地内の用地取得の推進による樹林地の保全、創出、

育成に関する施策を、国の補助制度なども活用しながら、重点的・複合的に推進していく。 

緑地の整備の方向性を示すため、平成１６年度に市民参加で策定された「生田緑地整備

基本計画書」に基づいて整備や用地取得を進めてきたが、策定後に明確になった入り口や

駐車場、全長１７ｋｍに及ぶ周遊散策路整備などの様々な課題を解決するため、平成２２

年度に（仮称）「生田緑地整備計画」を策定していく。 

② 生田緑地施設の整備・充実 

広場、園路等は、利用者の生田緑地内の共有空間であり、利用する側と運営する側両者

に使いやすいものであることが望まれる。このことから、生田緑地をさらに魅力的なもの

にするために利便性・快適性と管理のしやすさの視点から整備・充実を図る。 

Ⅳ 生田緑地運営の主な方策 
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ア．生田緑地エントランス空間の整備 

・生田緑地の東西入口ゲートについては、緑化の演出を施すなど大規模な緑地空間へ

の玄関口としてふさわしいエントランス空間の整備を図る。 

・また、あわせて、生田緑地の地域資源・文化施設などの案内機能を持たせた整備を

行い、利便性の向上を図る。 

イ．駐車場等の整備 

・利便性の向上や生田緑地への集客の増大、ピーク時の交通渋滞に対応するため、公

共交通機関利用推進策の検討や観光バス・乗用車・二輪車等の総合的な駐車場の整

備計画を策定し、その計画に基づく整備の拡充を推進する。 

ウ．中央広場の整備 

・中央広場については、緑地全体の中心的な場所として位置づけ、緑地内 大の広場

空間のもと、利用者の交流拠点や緑地内活動の起点としてふさわしい空間として、

修景・整備を図る。 

・生田緑地の中央に位置する噴水広場を改修し、周辺環境やスケールを活かした幼児

からお年寄りまで多くの利用者が憩い、つどえる草地の広場などの再整備を図る。 

エ．周遊散策路及び園路の整備 

・来訪者の散策の安全性と快適性を確保し、生田緑地の優れた自然的環境や里山の風

情の体験を促進するため、緑地の入口に連絡する全長約 17 キロメートルに及ぶ周

遊散策路の整備計画を平成 22 年度までに策定する。 

・同時に、生田緑地の西口から岡本太郎美術館に至るスロープ状の園路新設など緑地

内の各地域資源をつなぐ園路の整備を推進する。 

・既存の散策路についても、安全性、快適性の向上に向けた補修・改修などの整備を

行う。 

オ．生田緑地内の回遊性を高める統一的な案内サインの整備 

・生田緑地の回遊性を高めるためには、緑地内の地域資源を誘導する案内サインの整

備が必要である。案内サインに関しては、平成 17 年度に策定された生田緑地管理
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計画書において現状と課題、改修の手順などがまとめられている。案内サインの改

修に当たっては、行政と市民との協働により優先順位や配置場所などの検討を図り、

利用者の利便性や統一的なデザインに配慮した案内サインの整備を図る。 

カ．生田緑地までの誘導サイン等の整備 

・東名高速川崎インターチェンジや幹線道路から生田緑地の東・西駐車場への分かり

やすい誘導サイン整備を推進する。 

・東名高速川崎インターチェンジや幹線道路から各地域資源に至る幹線道路への誘

導標識設置を推進する。 

・また、生田緑地の東・西駐車場へスムーズに誘導できるよう駐車場ネットワークシ

ステムの活用を検討する。 
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（２）生田緑地に立地する文化施設などの魅力の向上 

① 既存施設の魅力の向上 

既存施設については、それぞれの施設が持つ特徴を活かし、他の施設との連携など創

意工夫により、魅力の向上を図る。 

表 既存施設としての魅力向上の方向性 

岡本太郎 
美術館 

【特徴】 
岡本太郎美術館は、岡本太郎・一平・かの子に関する作品の保存・収集・展示、並

びに近現代美術についての展示会を主な事業とする美術館である｡太郎の精神を継承
し、新しい芸術の可能性を探る企画展や自由な発想で創作活動を行う現代作家を紹介
する展覧会の開催も行っている。 
【魅力向上の方向性】 

展覧会に関連したイベントや講演会、ワークショップといった教育普及事業に加え、
様々なメディアを通して岡本太郎の紹介を行うなど、より多くの方々に親しんでもら
うための美術館をめざした活動を継続的に展開していく。 

市民活動団体が中心となり、岡本太郎美術館や商店街が協働し、登戸駅・向ヶ丘遊
園駅周辺において「のぼりとまちなかアートプロジェクト」などのアウトリーチ※事業
を展開してきている。さらに、こうした北部のまちづくりとの連携による取組を促進
し、生田緑地の価値と魅力を市内外に発信していく。 

日本 
民家園 

【特徴】 
日本民家園は、わが国の伝統的な木造建築物である古民家を将来にわたって残すた

め、昭和 42 年に開園した野外博物館である。 
園内には、江戸時代の建築物を中心に、重要文化財 7 件、重要有形民俗文化財 1 件、

県指定重要文化財 10 件、市重要歴史記念物 7 件の 25 件が移築・復原されており、
入口の本館では民家の基礎知識や昔の暮らしが学べる資料を展示しているとともに、
企画展示、体験講座、民俗芸能講演や夜間公開等も実施している。また、市民団体に
よる民具制作実演に加え、市民ボランティアによる床上公開・ガイドなどが実施され
ている。 
【魅力向上の方向性】 

日本民家園は、市民ボランティアや市民団体との協働関係をさらに充実させ、地域
の方が足繁く通える博物館を目指す。 

また、現状において外国人の利用者が多く、羽田空港の国際化により、さらに多く
の外国人旅行者を迎える施設として期待できる。 

民家園エリアで完結するのではなく、古民家の多様な利用（くつろぎの空間として
の施設利用や各種講座、セミナー・イベントなど）や日本の伝統的な芸能・文化との
コラボレーションなど多様な連携を推進し、魅力と利便性を高める。 

ばら苑 

【特徴】 
ばら苑は、小田急向ヶ丘遊園の閉園に伴い園内に整備された。ばら苑の存続を求める

多くの市民の声に応え、平成 13 年度に本市が用地を取得し引き継いだもので、360
度の緑のパノラマと清涼な空気が体験できる「秘密の花園」として親しまれている。 

このばら苑の魅力の向上を図るために現在、多くの市民ボランティアによって支えら
れ、苑内のバラを良好な状態に育成し、春秋の開花時期にあわせ、広く市民に公開をし
ている。 
【魅力向上の方向性】 

バラの管理、来場者のサービスの充実を図るなど、より魅力を高める整備を図る。 
さらに、向ヶ丘遊園跡地においては、 大地権者である小田急電鉄(株)と、ばら苑に

隣接するガーデンゾーンなど緑の保全と市民開放に向けた協議を継続していく。 

 
 
 
 

 

表 老朽化施設の改築等を契機とした魅力向上の方向性 

※アウトリーチ：文化施設や芸術の観点では、日頃、芸術や文化に触れる機会の少な

い市民に対して、文化施設や芸術が働きかけを行う事を意味する。 
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青少年 
科学館 

【特徴】 
青少年科学館は、本館開館以来 25 年にわたり市民と協働し、ともに歩む自然

博物館を目指した登録博物館であり、また世界 高の星空を投影するメガスター
Ⅱを導入したプラネタリウムを併設している。 

【魅力向上の方向性】 
平成 23 年度の改築オープンにより 新型メガスターの設置など新たな魅力

発信拠点としての整備を図る。 
青少年科学館の単館の魅力向上だけではなく、生田緑地全体の魅力と利便性の

向上につながる機能の導入を図る。 

川崎国際 
生田緑地 
ゴルフ場 

【特徴】 
生田緑地ゴルフ場は、単なるスポーツ施設としての特徴だけでなく、首都圏に

立地する貴重な緑であり、市民の貴重な財産である。 
【魅力向上の方向性】 

生田緑地の自然的環境の魅力を活かし、クリーク※の復元などゴルフ場エリア
内の自然的資源に着目した、自然と共生したゴルフ場としての魅力を向上させた
整備を図る。 

また、市民がゴルフ場に接する機会を設け、今後改築が予定されているクラブ
ハウスの利用について、ゴルフ場利用者以外の市民の要望を取り入れるなどの工
夫を行う。 

※クリーク：ゴルフ場のコースに流れている小川 

 

②新たな施設の整備による魅力の向上 

生田緑地の新たな施設として、（仮称）藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムの整備が予定さ

れており、次世代に大切な価値を伝えるものとして幅広い世代から期待されている。 

首都圏をはじめ、海外からの集客も予想されることから、川崎市の新たな魅力発信拠

点として、生田緑地内の施設間との連携とともに、北部のまちづくりと連携した整備を

図っていく。 

 

（３）更に魅力を高める新たな機能の導入 

① 青少年科学館の改築にあわせた新たな機能の導入 

生田緑地の中央に位置する青少年科学館の改築を好機と捉え、生田緑地全体の魅力と

利便性の向上につながる機能として、総合インフォメーション機能、ビジターセンター

機能、レスト機能などを導入する。今後も既存施設の更新の際には、単独の魅力の向上

にとどまらず、生田緑地全体の魅力の向上の機会と捉え、新たな機能の充実を図る。 

ア．総合インフォメーション機能の導入 

・青少年科学館の改築を機に、自然博物館としての機能更新にとどめるのではなく、

生田緑地に関する自然・施設情報や催し物の情報、団体情報などの収集提供や、受
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付・相談などの総合インフォメーション機能をあわせて導入する。 

・また、生田緑地の主要な入口となる東西の両ゲートにも、総合インフォメーション

と連携した情報提供ができるサテライト的機能を設置する。 

イ．ビジターセンター機能の導入 

・生田緑地の立地を活かし、青少年科学館の博物館機能との連携を持たせたビジター

センターとし、野鳥の森やほたるの里、枡形山などの名所・旧跡や多摩丘陵の豊か

な緑などの地域資源をはじめ、個性豊かな文化施設やレクリエーション施設など生

田緑地の様々な魅力を紹介する機能を導入する。 

ウ．レスト機能等の導入 

・来訪者が自由に休憩できる室内空間や、雨天などに学校や文化サークルなどの団体

が昼食をとるレストスペースの確保など、利用者のニーズに対応したサービスを提

供する機能を導入する。 

エ．多摩三浦丘陵拠点連携機能の導入 

・多摩・三浦丘陵は首都圏における貴重な緑の回廊であり、生田緑地はその多摩丘陵

の一角に位置している。広大な自然的環境を有する多摩・三浦丘陵の保全・再生・

活用を図るため、自治体の枠を越えた連携により、多摩・三浦丘陵の自然に関する

情報収集、情報提供のための拠点機能の導入を図る。 

② 新たな事業の企画・実施 

観光協会・鉄道事業者や商業者・関係機関などとの連携を図り、生田緑地を本市の観光

拠点として整備を進めるとともに、広域からの集客をめざした事業を企画・実施する。 

また、緑地や各施設が持っている価値や魅力を引き出し、各施設や地元商業者、市民活

動団体、大学等と連携し、市内外から訪れる利用者の増加促進のための事業を企画・実施

する。 

ア．インパクトのある観光的要素を有するイベントの企画、誘致 

・生田緑地と緑地内の多様な資源の魅力の結集により、生田緑地でしか体験できない

事業等を企画・実施する。 

・生田緑地を活動の舞台として、さまざまな市民の趣味、余暇活動など多様なニーズ
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への対応を考慮した事業を企画・実施する。 

イ．海外来訪者・団体の誘致 

・豊かな自然的・国際的な観光資源としての生田緑地に着目した観光企画の立案・実

行を推進する。さらに、旅行会社や関係機関等とのタイアップについても積極的に

検討する。 

ウ．施設の特徴を活かした事業連携による回遊性・集客力の向上 

・ばら苑の開苑時や新緑・紅葉の季節など、生田緑地の四季折々の自然をテーマとし

た緑地・各施設の連携事業を企画・実施し、回遊性の向上を図る。 

・地元の商業者や市民活動団体、大学など周辺の人的資源との連携により、北部のま

ちづくりへの回遊性を意識した共同イベントを開催する。 

エ．多様な利用者層をターゲットにした事業の企画・実施 

・緑地や各施設の個性・魅力を引き出すため、自然をベースに、交流、教育、文化、

健康など様々な側面から自主事業や連携事業を企画・実施する。 

・事業の企画に当たっては、「生田緑地の自主企画」、「外部との共同企画」、「利用者

への場の提供」の３つの視点により進める。 

・また、必要に応じ、地元商業者や企業、大学との協働、市民の企画公募など、企画

段階から多様な人的資源との協働を推進する。 

表 生田緑地における自主事業例 

テーマ例 自主事業例 
環境教育・自然体験 自然の楽しみ方ガイドツアー、植物・野鳥探索 など 

子ども教育 
学校や緑地内各施設で学んだことの確認・実践の場づくり、子どもワーク

ショップなど 
国際交流 日本民家園を活用した国際交流など 
健康増進 周辺福祉施設との連携による事業（お散歩療法など）など 

文化・歴史 
文化・歴史に関する検定（例えば、歴史マスター、生田緑地文化士などの

認定） 

市民の趣味、生涯学習の場 
句会、陶芸、バラの苗木販売（見せるばら苑から育てるばら苑）など 
屋外広場を活用した野外活動など 

交流イベント 
商店街との連携による夏のイベント 
バラの季節や紅葉の季節など、人がたくさん来る時期を狙ったイベント（周

辺地域に集客効果を与えることができる）など 
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（４）北部のまちづくりとの連携 

① 生田緑地と北部のまちづくりの連携方策の推進 

生田緑地を北部のまちづくりの集客・回遊性の向上のための核となる空間として位置づ

け、市北部全体の地域経済の活性化に活かす。 

ア．生田緑地の魅力を活かした都市拠点（商業地）の形成 

・生田緑地の雰囲気をまちに滲みださせるために、主要アクセス道路に、緑を意識さ

せる街路樹の配置や歩行者空間の緑化整備を促進する。 

・みどりをテーマの一つとする特色ある都市拠点づくりを促進する。 

・街並みの景観づくりや文化事業などについて、地元商業者と生田緑地をつなぐソフ

ト事業の連携を促進する。 

イ．登戸・向ヶ丘遊園駅周辺への生田緑地の情報発信機能導入 

・駅を降りて、来街者が、生田緑地で何が行われているか知ることができるしかけと

して、駅周辺での情報発信機能や情報提供活動を促進する。 

ウ．地元商店街や町内会など地域との連携 

・イベントの共同開催や商店街の販促活動との連携など、商店街や町内会と生田緑地

との連携による相互の活性化を推進する。 

・また、地元商業者による生田緑地のＰＲ活動の促進を図る。 

② 北部の都市拠点と生田緑地のネットワークづくり 

生田緑地と登戸・向ヶ丘遊園駅との交通に関するネットワークを強化し、周辺地区内の

どこでも、生田緑地の存在が感じられるような動線、案内計画を研究、実施する。 

ア．生田緑地とまちを結ぶ公共交通の導入 

・都市計画道路向ヶ丘遊園駅菅生線の開通にあわせて、路線バスの運行・整備を促進

する。 

イ．歩行者空間整備とネットワーク 

・生田緑地への回遊性を高めるため、 寄り駅から生田緑地に快適に歩いて到達でき
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る歩行者空間の整備や統一的な案内サインの充実を図る。 

・登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区をエリアとするバリアフリー推進事業やあんしん歩行

エリア整備事業等との連携を図り、効果的な整備の推進を図る。 

 

（５）戦略的広報の実施 

① 生田緑地全体の価値と魅力を高める情報発信 

これまでの施設ごとの事業広報のあり方を見直し、生田緑地全体の魅力発信につながる

よう、各施設との連携のとれた様々な媒体による広報を行う。また、生田緑地と北部全体

の関連施策との連携により、地域との一体的な情報発信をめざす。 

ア．生田緑地の魅力の情報発信 

・緑地としての価値、文化施設の芸術性等の魅力を、施設単位のみならず、緑地全体

の魅力として、一体的な情報発信を推進する。 

・情報媒体については、紙媒体の他、ホームページ・ポータルサイト・ナビゲーショ

ンシステムなど多様な情報媒体の活用を推進する。 

・緑地や文化施設の案内や事業プログラムなどを掲載した季刊情報誌の発行を図る。 

・区役所や商店街、鉄道事業者、観光協会などとの連携により、広域的な情報発信を

推進する。 

イ．生田緑地と他の関係資源との一体的情報発信 

・緑地の情報については、関係するまちづくり情報や他の文化施設情報等との連携に

より、一体的な発信を推進する。商店街情報や文化事業（まちなかのアートなどア

ウトリーチ事業等）関連情報についても、緑地情報と一体的発信を推進する。 

② 地域の教育機関や団体等への広報の充実 

広報活動にあたっては、市内外の教育機関や関係部局、区役所に対し、生田緑地や施設

の施策・事業などを周知し、広報活動の連携を図る。また、市内外の地域団体や文化団体・

サークルへの広報・ＰＲの拡充を図る。特に、子どもや高齢者などを中心に様々な年齢層
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に対する広報・ＰＲの拡充を図る。 

さらに、新たな利用者層に PR できるよう「自然」、「憩い」、「健康」、「文化」、「学習」、

「余暇」、「観光」など生田緑地の多様な魅力が引き出せるよう多様な広報手段・ＰＲを図

る。 



 

２ 生田緑地の持続的発展に向けた管理運営の構築 

各施設が個々に持つ特徴を活かしながら、互いの施設の連携による相乗的な魅力向上を

可能とする新たな管理運営のしくみを導入する。さらに、多様な事業の創出・連携、多様

な主体との協働など、パークマネジメントの視点に基づく管理運営のしくみを導入する。 

 

（１）各施設の特徴を活かした新たな管理運営のしくみの導入 

① 各施設の横断的管理運営体制等の確立 

・これまでの所管ごとの管理運営の枠を越え、各施設の維持管理や保守管理業務、受付

業務などを統合し、包括的な運営執行を図る横断的な管理運営体制を確立する。 

・新たな横断的管理運営体制は、緑地や各施設の維持管理・保守管理業務等を統合し、

生田緑地全体を多面的・一体的・総合的に管理していく運営主体を中心に行うことと

する。新たな横断的管理運営主体の業務イメージとしては、次の図のとおりである。 
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学芸事業 
業務 

 

 

管理業務 

生田緑地の横断的な管理運営主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生田緑地を活かした北部のまちづくりの推進 

北部公園事務所 

 

(仮)藤子・F・不二雄

ミュージアム 

 

関係機関事業 

(仮)道路公園事務所(多摩区・麻生区) 

●生田緑地の各施設の管理業務の一元化 

● 生田緑地に関する既存の業務 

●緑地全体に係る市民サービスの向上に向けた新た

な業務 

 

生田緑地の維持管理 

 
街区公園に関する 

維持管理業務 

●緑地全体の魅力向上に向けた新たな業務 

生田緑地ゴルフ場 

・ 案内機能(サテライト)など生田緑地

との有機的連携 

 
地域資源 

 
人的資源 

図 生田緑地の新たな横断的管理運営主体による体制イメージ 

※新行財政改革プランに示されているとおり、平成 22 年度末を目途に(財)川崎市公園緑地協会の方向性
が決定する。生田緑地ゴルフ場、駐車場、レストハウスの管理運営主体に関しては、その方向性の検討
過程から連携・調整を行う。 



 

② 施設の魅力を最大限に発揮できる運営体制 

・新たな横断的管理運営主体を中心としながら、統一的な運営を目指す一方で、各施設

において、独自の運営展開が確立している分野については、既往の活動を踏まえた管

理運営を推進する。 

・緑地内の各文化施設の中では、新しい芸術の可能性を探る岡本太郎美術館、重要文化

財である古民家を展示した日本民家園、プラネタリウムを併設する自然博物館の青少

年科学館などそれぞれに独自の価値と魅力を備えている。 

・これらの価値と魅力は、それぞれの専門職員等が中心となり、長期にわたる学芸業務

のなかで培ってきた研究や資料収集、専門的ノウハウの継続・蓄積によるところが大

きい。 

・今後、それぞれの学芸業務のなかで、長年にわたり共同で研究・実践した成果の積み

重ねや独自性を担保した体制の継続を図っていく。 

・なお、緑地全体の新たな価値の創造や魅力の発信に向けては、各文化施設の学芸事業

の連携を推進し、共同事業、共同研究の実施等についても積極的に取り組むものとす

る。 

③ 民間活力の導入と公・民間の役割分担 

・緑地や各施設の保守管理業務、緑地全体の受付・案内業務等については、専門的ノウ

ハウを持った民間事業者の導入を図ることで、多様な利用者ニーズに対して柔軟に対

応し、かつ包括的に管理業務を遂行していくとともに、限られた財源の中で 大限の

市民サービスが提供できるよう効果的・効率的な運営を推進する。 

・また、ばら苑のバラの管理や緑地内の下草刈などの維持管理業務については、引き続

き市民ボランティア等との協働を推進することとする。 

・岡本太郎美術館、日本民家園、青少年科学館の運営については、市民の財産である貴

重な博物館資料を扱う特殊性及び専門性を有しており、運営上必要とされる博物館資

料の購入・寄贈・寄託・修理などの市固有の業務については、公の役割として市が実

施する。 



 

④ 生田緑地の施設整備・修繕に関する統一的なルールづくり 

・緑地内施設の整備・修繕については、施設やサインのあり方、動線計画、整備手法、

ストリートファニチャー※などのあり方について共有化を図り、執行するためのルール

づくりの検討を図る。 

・その他、市民ボランティアとの協働事業の進め方、植生保全・施設維持管理に関する

内容など、生田緑地全体の協働による管理運営の考え方の共有化を図るため、必要に

応じガイドラインや細則などの作成について検討していく。 

 

⑤ ＰＤＣＡサイクルによる質の高いサービスの提供 

・経営的な発想で、企画から実行、評価、次の企画・実行まで一貫した流れ（ＰＤＣＡ

サイクル）により、整備、管理、運営を行う。ＰＤＣＡサイクルのシステムとしては、

本市ですでに導入している川崎再生ＡＣＴＩＯＮシステム（事務事業総点検及び施策

評価）を活用し、各施設が主体となり、個々の事務事業の目標、課題、取組内容につ

いて成果の確認を行い、あわせて職員の目的意識の向上や川崎再生フロンティアプラ

ン（実行計画）との連動を図っていく。このしくみの活用により生田緑地全体として

質の高い市民サービスの提供を図る。 

 

 

（２）横断的な管理運営主体の確立に向けた段階的取組の実施 

横断的な管理運営主体の構築に向けては、これまでにない複数局の事業の統合化が予想

されることから、 終的な管理運営体制の姿を見据えながら、次のようなステップによる

段階的な取組を踏まえ、検証を図っていく。また、その際には、環境局で実施した「公園

管理行政品質向上プロジェクト」の取組を参考にしながら推進していく。 

※ストリートファニチャー：街路備品。街灯・ベンチ・電話ボックスなど 



 

図 生田緑地の新たな管理運営体制の構築に向けた段階的取組スケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

文化施設の管理業務の一部を統合し、管理運営を一体的

に行うことにより、効果的・効率的な管理運営を図る。 

(1) 3 文化施設の連携事業の実施 

●生田緑地全体の情報発信等の実施 

・19 年度に発行した統一広報の拡充 

・多摩区との連携によるホームページの充実 

●3 文化施設の企画事業の連携 

(夏季の「生田緑地サマーナイトミュージアム」

事業を核とする３文化施設の特徴を活かした

連携事業実施) 

(2) 3 文化施設の共通管理業務の一部統合 

●生田 3 館の管理業務の一部を統合 

 

北部公園事務所及び 3 文化施設の管理業務の一部を統

合し、管理運営を一体的に行うことにより、効果的・効率的な

管理運営を実施する。 

(1) 緑地全体による連携事業の実施 

●生田緑地全体の情報発信等の拡充 

●生田緑地全体の企画事業の連携拡充  

●3 文化施設の企画事業の連携 

(夏季の「生田緑地サマーナイトミュージアム」

事業を核とする 3 文化施設の特徴を活かした

連携事業実施) 

(2) 緑地全体の管理業務の一部統合 

 

 

(２３ページの機能イメージ図のとおり) 

ステップ 1 

 

最終的な生田緑地の管理運営体制として北部公園事務所

及び 3 文化施設の管理業務の統合・事業連携など横断的な

管理運営を図るための検討・調整を図る。 

●生田緑地全体の情報発信等の拡充 

●生田緑地全体の企画事業の連携拡充  

●3 文化施設の企画事業の連携 

(夏季の「生田緑地サマーナイトミュージアム」

事業を核とする 3 文化施設の特徴を活かした

連携事業実施) 
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（３）パークマネジメントの視点に基づく管理運営のしくみの導入 

①ゴルフ場と生田緑地が連携した運営のしくみづくり 

現在、行われている生田緑地ゴルフ場の収益の一部（管理許可使用料）を、維持管理へ

還元するしくみを継続・拡充させる。 

また、ゴルフ場の収益の増加を図るための検討を図る。 

ア．ゴルフ場の収益の一部を活用した維持管理の拡充 

・現在行われている会計のしくみについては、現在の緑地の維持管理を含め、生田緑

地全体の管理運営への還元を可能とするしくみとして拡充させる。 

イ．ゴルフ場の利便性の向上と経営の安定化 

・生田緑地全体の魅力と利便性の向上を図る視点から、ソフト(管理運営)・ハード(整

備・回遊)の両面から連携を図るための検討をする。 

・ゴルフ場クラブハウスの建替えにより、施設の老朽化・狭隘化、耐震上の課題を解

決し、利用者の快適性を向上させ、利用者の増加により経営の安定化を図る。 

・レストラン、コンペルームなどの一般市民利用について、ゴルフ場の利用目的以外

の多様な利用を促進し、利便性の向上を図る。 

② 新たな収入源の確保・適正化に向けた取組 

市民ニーズの多様化や高度化の中で、公共サービスはきめ細かなニーズへの対応が求め

られる。一方では、公平性の観点から受益者である市民において、適正な負担が求められ

る。 

今後、既存の収益源についても周辺環境の変化に即し、見直しを図るとともに、新たな

収入事業の展開時や施設の改修、リフレッシュ時において、各種サービスに対する市民負

担の適正化を図る。 

ア．改築時における既存施設の入場料の適切な見直し 

・青少年科学館などの改築・改修整備の開館時期にあわせ、入場料金の適正化を図る。 

・各文化施設には、通常の観覧券のほかに、定期券(年間パスポート券)等の導入を図
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っている。今後、集客力の向上をめざし、積極的に共通利用券（生田緑地パスポー

ト券）などの活用や PR の強化を図ることが必要である。 

・また、集客力を高めるための方策として、「お年寄りと孫」などのペアチケットの

発行など割引入場券の活用も積極的に検討する。 

イ．寄付金・基金等による財源確保 

・個人・団体・企業から寄附者の氏名や思い出などをつづった記念プレートを付けた

ベンチの寄附を受け公園内への設置を図る「まごころ記念ベンチ寄付事業」を平成

20 年度から特定の市内公園で事業化する。生田緑地においても募金や寄付制度の

導入により生田緑地施設の充実を図るとともに、市民の共有財産としての意識の向

上を図る方策として推進する。 

・現在、岡本太郎美術館では助成金を活用した事業の実施を図っている。さらに、集

客効果の高い企画展・特別展の企画実施にあたり、協賛金・助成金方式の導入など

多様な民間企業との連携を拡充する。 

 

   図 生田緑地の収支スキーム 

 
 

 

 

③管理運営費縮減に向けた多面的な取組 

緑地や各施設の管理業務の統合による契約事務の効率化や指定管理者制度など民間活

● 現在の収支スキーム ● 将来望まれる収支スキーム 



 

力の導入による専門的なノウハウの活用と柔軟な管理運営体制の実施、市民ボランティア

やＮＰＯ、大学など多様な担い手との連携・協働など多面的な運営手法により管理費縮減

の効果を図る。 

④ 多様な担い手との協働による管理運営の推進 

市民ボランティア団体、ＮＰＯ等はそれぞれの活動目的を持って、生田緑地の管理運営

に当たっている。市民活動団体との協働による運営は、生田緑地の特徴でもあり、こうし

た市民等の自主的な活動と行政が協働することにより、魅力の向上を図るとともに、地域

資源として市民の共有財産である意識の醸成、価値の向上を図る。 

生田緑地の周辺には専修大学、明治大学、日本女子大学などがあり、多摩区・3 大学連

携による事業が活発に取り組まれている。生田緑地をフィールドとした連携事業としては、

明治大学との協働事業として、生田緑地の自然保護を目的とした生田緑地フィールドマナ

ー啓発事業「親子自然教室」などが行われている。今後、研究者や学生との生田緑地のフ

ィールドを活かした研究実践活動やボランティア活動などにより、新たな魅力の創出や協

働を図る。 

ア．市民団体、ＮＰＯとの連携・協働 

・市民参加の促進と市民が自主的に活動できるボランティア育成のため、緑地管理、

インタープリター※など各分野の勉強・講習機会の創出を図る。 

 

 

・まちづくりや生田緑地に係わる市民活動団体や商業者、企業等と岡本太郎美術館な

どの文化施設が協働を図り、登戸駅・向ヶ丘遊園駅周辺においてアウトリーチ事業

を展開することにより、生田緑地の情報発信の拡充を図るとともに生田緑地の魅力

を北部のまちづくりに活かす取組を促進する。 

イ．大学との連携・協働 

・大学関係者等による研究・教育のフィールドとしての活用・連携を促進する。 

・大学関係者等の専門的知識を活かした緑地の魅力向上に関する事業を推進する。 

※インタープリター：自然観察や自然観察などを通じ、自然や歴史について解説す

る人。 


