
ゾーン ブロック名称
ブロック
記号 目標植生 細分地区記号 目標 植生管理実施プログラム 担当団体等 植生管理経過

野鳥の森 Ａ01

中央広場西側 Ａ02 明るい雑木林

2007/9/9 市民部会終了後にホームレス立ち退き後の植生管理について現地協議
2007/10/10 ササ刈りの範囲について現地協議（北部公園事務所、かわさき自然
調査団）
2007/10/14 ササ刈り（雑木林を育てる会）

七草峠地区 Ａ04

早春のヒゴスミレ、夏
のヤマユリ、オトギリ
ソウ、秋のホトトギス
などが咲く刈り取り草
地の崖面

Ａ04-1
ヒゴスミレ(4月)、ヤマユリ(7
月)の咲く崖面

毎年１１～１２月に１回裾
刈り
5～6月にススキ刈り

多摩区役所道路公園セン
ター
かわさき自然調査団

2008/1/30 園路沿いの裾刈り（かわさき自然調査団＋北部公園事務所）
2008/11/5 少し範囲を広げて裾刈り（かわさき自然調査団＋北部公園事務所）
2009/12 裾刈り（業者）
2010/12 裾刈り（業者）

Ａ05-1
トモエソウ、ナギナタコウ
ジュなどの多様な野草が咲く
林縁の草地

年2回程度の草刈り
かわさき自然調査団
水田ビオトープ班

Ａ05-2
林床に草本植物が繁茂できる
落葉樹林

下草刈り、間伐

Ａ05-3
スミレ類やハンショウヅルな
どが咲く崖地

選択的草刈り
かわさき自然調査団
水田ビオトープ班

Ａ05-4 幹線園路の景観優先 下草刈り

Ａ06-1
明るい雑木林（クヌギ・コナ
ラ林）

間伐により林床を明るくし
てクヌギ、コナラを育成

市民部会

Ａ06-2 暗い混交林
当面、植生管理をせずに放
置

市民部会

Ａ06-3
明るい雑木林（クヌギ・コナ
ラ林）

下草刈り、選択的に樹木育
成

市民部会

Ａ09-1
高木と地被植物で構成される
園地

年1～2回の下草刈り
多摩区役所道路公園セン
ター

Ａ09-3
見通しのきく明るい雑木林の
斜面

アオキ除伐、アズマネザサ
刈り

Ａ09-4
動物や野鳥のための茂みは残
しながら、里山らしい雑木林
の景観とする

選択的下草刈りなど
かわさき自然調査団
水田ビオトープ班

Ａ09-５
在来の植物の復活を期待しつ
つ、野草を楽しめる草地

アズマネザサ刈り
かわさき自然調査団
水田ビオトープ班

枡形山下広場 Ａ12

Ａ13

「生田緑地植生管理計画（案）」及び「生田緑地植生管理実施プログラム（案）」の構成イメージ

ピクニック広場周辺 Ａ05

2006/11/12(日) アオキ、ヤツデの調査　講師／倉本　宣 市民部会 A05
2007/12/9(日) アオキ、ヤツデの調査 市民部会 A05
2008/11/15(水) 小径木の伐採、ササ刈り 市民部会 A05-1, A05-2
2010/11/24(水) 選択的草刈り 水田ビオトープ班 A05-3
2010/12/24(金) 草刈り 水田ビオトープ班 A05-1 2
2011/12/22 ササ刈り、落葉かき 水田ビオトープ班 A05-1
2011/12/28 ササ刈り 水田ビオトープ班 A05-1
2012/2/18 ササ刈り 里山倶楽部Ｂ A05-4 4

生田緑地植生管理計画（案）　※行政計画

雑木林保全区

1998/12 萌芽更新を目指してクヌギ・コナラ林を伐採 川崎市 A06
2008/1/19(土) 目標植生の検討 市民部会 A06
2008/2/17(日) ササ刈り、落葉かき 市民部会 A06-1
2009/1/18(日) 樹木伐採 市民部会 A06-1
2009/2/8(日) 樹木伐採 市民部会 A06-1
2009/6/9(火) 植生管理のモニタリング(植生調査) 市民部会 A06-1
2009/9/27(日) 植生管理のモニタリング 市民部会 A06-1
2009/11/1(日) ササ刈り 市民部会 A06-1 A06-3
2009/11/15(日) 樹木伐採 市民部会 A06-1　A06-3
2010/1/14(木) 落葉かき 水田ビオトープ班 A06-1
2010/12/23(木) ササ刈り 市民部会 A06-1
2011/1/22(土) 樹木伐採 市民部会 A06-1
2011/1/24(月) ササ刈り 水田ビオトープ班 A06-1
2011/3/2(水) ササ刈り、落葉かき 水田ビオトープ班 A06-1
2011/7/16(土) 実生等の保護、植生調査 市民部会 A06-1
2011/12/7 ササ刈り 水田ビオトープ班 A06-3
2011/12/11 植生の学習とササ刈り 里山倶楽部Ａ A06-1
2012/2/10 ササ刈り 水田ビオトープ班　 A06-1 3
2012/2/15 ササ刈り、カントリーヘッジづくり 水田ビオトープ班 A06-1

2010/1/10(日) 特定の植物の保護のためのササ刈り 水田ビオトープ班 A09-5 4
2010/10/23(土) 植生管理を話し合う市民部会を開催 市民部会 A09～B10～AA25

芝生広場周辺 Ａ09

萌芽更新地区 Ａ06

生田緑地植生管理実施プログラム（案）　※マネジメント会議計画
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ゾーン ブロック名称
ブロック
記号 目標植生 細分地区記号 目標 植生管理実施プログラム 担当団体等 植生管理経過

生田緑地植生管理計画（案）　※行政計画 生田緑地植生管理実施プログラム（案）　※マネジメント会議計画

2009/10/24(土) 遷移の進んだ地区の植生管理について話し合うワークショップの中で、
若い樹林をつくるための皆伐更新を発意した。 市民部会
2009/11/30(月) 会長、事務局、市民部会事務局が皆伐更新の実施に向けて現地で協議し
た 市民部会
2010/1/31(日) 皆伐更新を計画するための樹木調査を行った 市民部会
2010/3/8(月) ササ刈りと調査方形区の設定 市民部会
2010/4/6(火) 皆伐更新について現地で協議 事務局
2010/5/1(土) 樹木マップづくり 市民部会
2010/5/2(日) 樹木マップづくり（続） 市民部会
2010/7/16(金) 皆伐更新地区を対象に、植生調査についての勉強会を行った。 市民部会
講師／藤間煕子
2010/10/18(月) 和泉の森(大和市)の萌芽更新事例を見学 市民部会事務局 案内／野牛雪
子・川崎市公園緑地協会
2010/10/26(火) 都立小宮公園（八王子市）の萌芽更新事例を見学した。 市民部会事務
局 案内／倉本　宣
2010/11/6(土) 早野聖地公園（川崎市麻生区）の萌芽更新事例を見学した。 市民部会事
務局 案内／小泉　清・早野聖地公園里山ボランティア副会長
2010/11/10(水) 皆伐更新区域、保護措置、伐採した材の置き場など現地協議 市民部会
2010/11/24(水) 樹木の活力度調査 事務局
2010/11/28(日) 樹木伐採 市民部会
2010/12 多摩区役所道路公園センターの指示下で業者による樹木伐採 　 （業者）
2010/12/26(日) 皆伐後の状態確認と残された常緑樹の伐採等 水田ビオトープ班

2011/2/21(月) 皆伐更新地区への安全な道づくり、調査方形区の杭を木杭に打ち
替え 水田ビオトープ班
2011/4/2(土) 里山の春を体験する 里山倶楽部Ａ
2011/5/7(土) 雨の里山観察 里山倶楽部Ａ
2011/6/4(土) 名札つけ、萌芽調査、植生調査、萌芽や実生の保護 里山倶楽部Ａ
切株から萌芽
2011/7/2(土) 萌芽調査、萌芽や実生の保護 里山倶楽部Ａ シガラの山から萌芽
2911/9/3 植生調査、萌芽や実生のき保護
※植生調査結果表 里山倶楽部Ａ
2011/9/8 アカメガシワ等の駆除　 事務局
2011/10/1 萌芽調査、実生保護 里山倶楽部Ａ
2011/11/5 実生調査、実生保護 里山倶楽部Ａ
2011/11/10 実生再調査

Ａ15-1
夏の木陰を確保しながら、明
るく気持ちの良い自然観察路
としての景観

毎年１2月に草刈りを行う。
多摩区役所道路公園セン
ター

Ａ15-2
明るく開け、風がぬける草地
と高木の山頂

当初3年間は毎年、それ以降
は3～5年おきの下草刈り、
2010年も下草刈りを実施、
亜高木2～3本を伐採する。

雑木林を育てる会

Ａ15-3
明るく開けた草地（ネザサ
群）と高木

3～5年おきに下草刈り、
2010年も下草刈りを行う。

雑木林を育てる会

Ａ15-4
晩夏にキツネノカミソリが咲
く、明るい草地

3～5年おきに下草刈り（草
木層及び低木層）、行政側
が実施、一部に保護すべき
場所がある。植生管理実施
日が決まったら自然調査団
に連絡すること。実施日前
にシダ植物班がその周辺の
管理作業を行う。

多摩区役所道路公園セン
ター

おし沼峠 Ａ16

見晴台周辺 Ａ17

ピクニック広場下の凹地 Ａ18

雑木林保全区

飯室山南地区 Ａ14 Ａ14-01
15～20年の周期で萌芽更新を
繰り返すクヌギ・コナラ林
（若い落葉樹林）

皆伐更新 市民部会

飯室山北地区 Ａ15
下草の生育する、明る
いイメージの気持ちの
いい自然探勝林

2009/5/31 平成21年度第１回市民部会「飯室山北地区の植生管理を考える」を開
催し、目標イメージを共有した。
2009/9/15 平成21年度第２回植生管理協議会承認
2009/9/28 雑木林を育てる会、北部公園事務所植生管理協議会事務局、市民部会
事務局で話し合い A15-1とA15-4を北部公園事務所が担当し、2009/12に実施する
こと、落葉溜めをつくること A15-2とA15-3を雑木林を育てる会が担当し、
2010/1～2に実施することなどを決めた。
2010/1～3月　A15-1、A15-4の下草刈りを北部公園事務所が、A15-2、A15-3を生
田緑地の雑木林を育てる会が実施した。
2010/9/14 (火) 市民部会で植生管理を評価し、2010年度の植生管理を話し合っ
た。
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ゾーン ブロック名称
ブロック
記号 目標植生 細分地区記号 目標 植生管理実施プログラム 担当団体等 植生管理経過

生田緑地植生管理計画（案）　※行政計画 生田緑地植生管理実施プログラム（案）　※マネジメント会議計画

Ａ、Ｂ1～Ｂ4
ササ刈り、細目のヒノキ等
の伐採

2008/7/6 平成20年度第３回市民部会「微地形と植生の対応関係をみる」を開催
し、現地に地勢線を記した。

Ｂ5、Ｂ6 ヒサカキを伐採する 市民部会 2009年実施

Ｂ7 ヒサカキを伐採する

Ｃ1～Ｃ6
草本層～低木層のアオキを
伐採除去
高木層のカシ類の間伐

Ｄ1

Ｅ1
草本層～低木層のアオキを
伐採除去

市民部会 2009年実施

Ｅ2～Ｅ5

Ａ20-1
下草の生える雑木林を目標と
する

Ａ20-2
常緑樹を減らして、早春期開
花植物の生える樹林

Ａ20-3
タマアジサイ、トキホコリな
どを保護しながら、気持ちの
良い園路景観とする

菖蒲池北側 Ａ21

中央園路南側斜面 Ａ22
雑木林（広葉落葉樹
林）

Ａ22-1
ネザサが園路からの眺望を妨
げないように管理する。

Ａ22-1（現状）2009年11月21にササ刈りを試した。

Ａ23-1 アジサイ園地 アジサイの栽培管理、除草

2010年度/ 協議済み樹木2本
伐採、伐採木の芽かき、サ
サ刈り、アジサイ補植など
（市と雑木林を育てる会）

Ａ23-2

生物の棲息する空間として自
然が優先され、高木層の樹冠
下に大きな空間が出来ている
雑木林、大きな落葉樹がつく
る景観但し、園路沿いは来園
者が楽しめる景観とする。

園路沿いの景観づくりのた
めの管理、林内のアオキ等
の常緑樹を少しずつ減ら
す。

2010年度/ 園路沿いの緩斜
面2m程度の幅刈り、針葉樹3
本伐採(市)

Ａ23-3
草本層をアズマネザサが優占
する管理された雑木林

ネザサを高さ60cm以下に管
理する。アオキ、ヤツデ、
シュロは伐除する。

2010年度/ ササ刈り(市)

Ａ23-4 高木と管理された低木
ツツジの剪定管理、下草刈
り(市)

2010年度/ ツツジの剪定管
理、下草刈り(市)

Ａ24-5
高木・亜高木層と低木・草本
層の間の見通しの良い樹林

低木層は60cm以下に管理、
下草刈りは12月～1月期にス
スキ、ハギ、クララ等も含
め、全て刈り取る。アジサ
イは栽培管理

2010年度/ ツツジの強剪
定、下草刈り(市)

Ａ24-6

高木層はナンキンハゼ、亜高
木層はなく、低木～草本層は
60cm以下、人の立ち入りは強
くは禁止しない

毎年1回ツツジの剪定、毎年
2回春～夏期に草刈り、アジ
サイの剪定管理

2010年度/ ツツジの強剪定
実施（市）

雑木林保全区

2008/11/30 斜面一面に繁茂していたアオキを全て伐除
2009/6/5 斜面の植生モニタリング
2009年6月には29種の植物が観察された。
Ａ20-1（現状）谷頭凹地～谷頭急斜面で土壌が安定しない場所とされている。
Ａ20-2（現状）ヒサカキが低木～亜高木層のかなりの部分を占めている
Ａ20-3（現状）タマアジサイ、トキホコリなどが見られる

中央広場南地区 Ａ23

2009/11/25(水) 市民部会特別回として現地で植生管理を話し合った（雑木林を
育てる会、事務局）
2009/12～2010/2　A23-1地区のササ刈り(北部公園事務所)、アジサイの剪定(生
田緑地の雑木林を育てる会)実施
2010/2/3 市民部会特別回として現地で植生管理(植栽の常緑樹の伐採)を話し
合った（雑木林を育てる会、事務局）
2010/10/6(水) 市民部会(植生管理を考える)

菖蒲池南側の小谷戸 Ａ19

高木層は落葉広葉樹を
主体にカシ類、モミ、
ヒノキなどの常緑樹が
混生する現状程度の状
態としながら、園路沿
いの雰囲気は明るく、
谷底の部分はタマアジ
サイなどが咲く状態を
目標イメージとする。

菖蒲池南側斜面 Ａ20
雑木林（広葉落葉樹
林）
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ゾーン ブロック名称
ブロック
記号 目標植生 細分地区記号 目標 植生管理実施プログラム 担当団体等 植生管理経過

生田緑地植生管理計画（案）　※行政計画 生田緑地植生管理実施プログラム（案）　※マネジメント会議計画

Ａ07
ハンノキ林と林床の湿地を保
全し、生息している生物が生
き続けられるようにする

かわさき自然調査団

Ａ07-1
ヤマグワやアカメガシワが繁
茂していた所をハンノキ林に
戻す

かわさき自然調査団

竹林利用区 竹林 Ａ08

Ａ03-Ａ
眺望と木陰が得られ、人が自
由に歩き回れる草地

年2～3回の草刈り、花後の
ツツジの選定

雑木林を育てる会、
多摩区役所道路公園セン
ター

Ａ03-Ａ2 安心、清潔な休憩所
雑木林を育てる会、
多摩区役所道路公園セン
ター

Ａ03-Ｂ1
野鳥が集まれる林(高木は保
護)、低木は見通し重視、多様
な林床

雑木林を育てる会、
多摩区役所道路公園セン
ター

Ａ03-Ｂ2
野鳥が集まれる林(高木は保
護)、低木は見通し重視、多様
な林床

雑木林を育てる会、
多摩区役所道路公園セン
ター

Ａ03-Ｃ1
野鳥が身を隠せる茂み、桜の
大木を保護

ツツジの園路側を剪定

Ａ03-Ｃ2 気持ちの良い園路

ツツジの剪定（高さ1ｍ程
度）、草木層は年1回程度草
刈、現在繁茂している低木
は伐採する

雑木林を育てる会、
多摩区役所道路公園セン
ター

Ａ03-Ｃ
ランドマークとなるこんもり
とした茂み

冬期のササ刈り、落葉かき

Ａ03-Ｄ 自然観察が楽しい雑木林
下草刈り等、枝・ササ・落
葉等を園路に置かないこと

里山広場的利用区 つつじ山地区

ハンノキ林地区 Ａ07

高木層をハンノキが、
草本層をスゲ類が優占
し、湧水の流れが湿地
を形成し、様々な水生
生物が棲息するハンノ
キ林
（生物多様性保全とハ
ンノキ林景観の再生・
保全）

ハンノキ林保全地区

1980/3 谷間の自然探勝路整備事業完了(木道設置)
1998/3 谷間の散策路整備事業完了(木道設置替え)
2006/12 ハンノキ林樹木調査
2007/1～2 ハンノキ林保全活動(9日間)
2007/5/15 ハンノキ実生苗(5本)を移植
2007/12～2008/2 ハンノキ林保全活動(6日間)
2008/12～2009/2 ハンノキ林保全活動(8日間)
2008/12/4 ハンノキ林保全（3人）
2008/12/11 ハンノキ林保全（4人）
2008/12/16 ハンノキ林保全（4人）
2009/1/8 ハンノキ林保全（2人）
2009/1/12 ハンノキ林保全（5人）
2009/1/15 ハンノキ林保全（4人）
2009/1/17 ハンノキ林保全（3人）
2009/1/27 ハンノキ林保全（1人）
2009/2/3 ハンノキ林保全（3人）

眺望と木陰の得られる
草地

2007/4/29 平成19年度第１回市民部会「中央南地区の課題を整理、植生管理を考
える」 で草やツツジの高さを低く管理することを決めた。
2008/10 トイレと園路の改修案について現地協議（北部公園事務所、かわさき自
然調査団）
2009/5/27　つつじ山の植生管理について現地協議（北部公園事務所、かわさき
自然調査団）
2009/6　つつじ山のツツジを強剪定（雑木林を育てる会）
2009/9/5　市民部会「つつじ山の植生管理を考える」を開催
2009/9/15　生田緑地植生管理協議会第2回運営会議 （植生管理計画案の承認）
2009/9/28　つつじ山の植生管理について協議（雑木林を育てる会、北部公園事
務所、市民部会事務局）

Ａ03

3年に1回程度の下草刈り、
ヤマグワ、オオブタクサな
どは適宜園路沿いのツツジ
の剪定
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ゾーン ブロック名称
ブロック
記号 目標植生 細分地区記号 目標 植生管理実施プログラム 担当団体等 植生管理経過

生田緑地植生管理計画（案）　※行政計画 生田緑地植生管理実施プログラム（案）　※マネジメント会議計画

Ａ23-1 アジサイ園地 アジサイの栽培管理、除草

2010年度/ 協議済み樹木2本
伐採、伐採木の芽かき、サ
サ刈り、アジサイ補植など
（市と雑木林を育てる会）

Ａ23-2

生物の棲息する空間として自
然が優先され、高木層の樹冠
下に大きな空間が出来ている
雑木林、大きな落葉樹がつく
る景観但し、園路沿いは来園
者が楽しめる景観とする。

園路沿いの景観づくりのた
めの管理、林内のアオキ等
の常緑樹を少しずつ減ら
す。

2010年度/ 園路沿いの緩斜
面2m程度の幅刈り、針葉樹3
本伐採(市)

Ａ23-3
草本層をアズマネザサが優占
する管理された雑木林

ネザサを高さ60cm以下に管
理する。アオキ、ヤツデ、
シュロは伐除する。

2010年度/ ササ刈り(市)

Ａ23-4 高木と管理された低木
ツツジの剪定管理、下草刈
り(市)

2010年度/ ツツジの剪定管
理、下草刈り(市)

Ａ24-5
高木・亜高木層と低木・草本
層の間の見通しの良い樹林

低木層は60cm以下に管理、
下草刈りは12月～1月期にス
スキ、ハギ、クララ等も含
め、全て刈り取る。アジサ
イは栽培管理

2010年度/ ツツジの強剪
定、下草刈り(市)

Ａ24-6

高木層はナンキンハゼ、亜高
木層はなく、低木～草本層は
60cm以下、人の立ち入りは強
くは禁止しない

毎年1回ツツジの剪定、毎年
2回春～夏期に草刈り、アジ
サイの剪定管理

2010年度/ ツツジの強剪定
実施（市）

野鳥の森の水流 Ｂ01
青少年科学館裏の谷戸 Ｂ02
旧岡本谷戸 Ｂ03
奥の池 Ｂ04
湿地再生地 Ｂ05
上の田圃 Ｂ06
下の田圃周辺 Ｂ07

Ｂ09

B10-1

気持ちのよい明るい樹林とし
ながら、林床に水辺および湿
地を再生し、生物多様性保全
を図る

アブラチャンの群落を保護
水流の開放、水辺再生・保
全
選択的下草刈り

かわさき自然調査団
水田ビオトープ班

B10-2
草本層、低木層、亜高木層、
高木層と連続的に構成される
雑木林

水辺の再生・保全
ヤマグワ、アズマネザサ、
外来種などの選択的除草・
除伐

かわさき自然調査団
水田ビオトープ班

B10-3
民有地であるため、アズマネ
ザサが低く繁茂している状態
とする

セイタカアワダチソウな
ど、繁茂させておくことが
周辺に悪影響を及ぼすこと
などを防ぐ軽度の植生管理
のみとする

C03 苗木畑
クヌギ、コナラの播種・育
成

かわさき自然調査団
水田ビオトープ班

2007/10/21(日) コナラ、クヌギのドングリを播種 里山の自然学校特別回 7
2008/10/31(金) コナラ、クヌギのドングリを播種 水田ビオトープ班 2
2009/5/15(金) 全国植樹祭のために全ての苗木を提供 川崎市緑政課 12
2009/10/21() コナラ、クヌギのドングリを播種 水田ビオトープ班 3
2010/11/9(火) コナラ、クヌギのドングリを播種 水田ビオトープ班 2

生物保護地区 城山下谷戸（生物保護区） Ｂ11
落葉広葉樹を主体とす
る雑木林

ヒサカキの伐採今年度冬期) 多摩区役所道路公園セン
ター

2009/10/24 平成21年度第８回市民部会「遷移の進んだ地区の植生管理を考え
る」

梅園 Ｃ01
Ｃ02

苗木畑 Ｃ03
雑木林更新のためのク
ヌギ、コナラの苗木畑

2005/2　　住宅解体撤去
2007/3　　おし沼峠工事による表土を搬入（川崎市北部公園事務所）
2007/10/21　　クヌギ、コナラの播種
2009/5/15　全国植樹祭(2010/5)のための苗木を緑政課の依頼で供出(移植)
2009/7/19 苗木畑の手入れ
2009/10/21 苗木畑の草むしり
2010/4/19　苗木畑の手入れ
2010/7/5 苗木畑の草取り
2011/5/20　苗木畑の除草
2011/7/13 苗木畑の除草
2011/11/15 城山下谷戸の苗木畑の草刈り

未調整

2009/11/25(水) 市民部会特別回として現地で植生管理を話し合った（雑木林を
育てる会、事務局）
2009/12～2010/2　A23-1地区のササ刈り(北部公園事務所)、アジサイの剪定(生
田緑地の雑木林を育てる会)実施
2010/2/3 市民部会特別回として現地で植生管理(植栽の常緑樹の伐採)を話し
合った（雑木林を育てる会、事務局）
2010/10/6(水) 市民部会(植生管理を考える)

城山下谷戸合流付近 Ｂ10

2010/10/23(土) 植生管理を話し合う市民部会を開催 市民部会 A09～B10～AA25
2010212/11(土) アズマネザサ刈り、アオキ除伐 市民部会 B10～A25
2011/1～2 アズマネザサ刈り （業者） B10-2、B10-3
2011/2/19(土) ヤマグワ等の樹木除伐 市民部会 B10-2、B10-3
2011/2/22(火) モニタリングのための調査方形区設定 市民部会事務局 B10-3
2011/3/2(水) モニタリングのための調査方形区再設定 市民部会事務局 B10-2
2011/11/15(火) 草刈り 水田ビオトープ班 B10-2，C03 4
2011/11/17(木) 草刈り 水田ビオトープ班 B10-2，B10-3

園地利用地区

水辺等再生・保全区

中央広場南地区 Ａ23
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              生田緑地植生管理計画（案）のゾーン図・ブロック図について

             ■生田緑地植生管理計画（ゾーン図） ■生田緑地植生管理計画（ブロック図）

Ａ０１野鳥の森

Ａ０２ （中央広場西側）

Ａ０３ つつじ山地区

Ａ０４ 七草峠地区

Ａ０５ ピクニック広場周辺

Ａ０６ 萌芽更新地区

Ａ０７ ハンノキ林保全区

Ａ０８竹林

Ａ０９ 芝生広場周辺

Ａ１１枡形山広場

Ａ１２枡形山下広場

Ａ１３

Ａ１４ 飯室山南地区

Ａ１５ 飯室山北地区

Ａ１６おし沼峠

Ａ１７見晴台周辺

Ａ１８ピクニック広場下の凹地

Ａ１９ 菖蒲池南側の小谷戸

Ａ２０ 菖蒲池南側斜面

Ａ２１菖蒲池北側

Ａ２２ 中央園路南側斜面

Ａ２３ 中央広場南地区

Ａ２５ 枡形山北尾根地区

Ａ２６ 中央広場北側地区

Ｂ０１野鳥の森の水流

Ｂ０２青少年科学館裏の谷戸

Ｂ０３旧岡本谷戸

Ｂ０４奥の池

Ｂ０５湿地再生地

Ｂ０６上の田圃

Ｂ０７下の田圃周辺

Ｂ０８ヨシ原

Ｂ０９

Ｂ１０ 城山下谷戸合流付近

Ｂ１１ 城山下谷戸(生物保護区)

Ｃ０１梅園

Ｃ０２

Ｃ０３ 苗木畑

Ｄ０１見晴台～岡本太郎美術館

園路
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