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生田緑地とインバウンド観光
―川崎市の公園における観光振興の取組―

川崎市建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所所長 磯　部　由喜子

１.川崎市の観光振興の動き

川崎市は、神奈川県の北東部に位置し、
横浜市と東京都に挟まれた、東西が約
31㎞、南北が約 19㎞の細長い地形で、
西は豊かな自然が残る多摩丘陵、東は工
場夜景などの産業観光資源を有する臨海
部となっている。市域面積は 144.35㎢、
人口は平成 29 年４月に 150 万人を超え、
平 成 30 年 12 月 １ 日 現 在 で 約 151
万８千人となっている。

本市では、平成 17 年に策定した「か
わさき観光振興プラン」に基づき観光施
策を展開してきたが、平成 28 年には、
新たに「新・かわさき観光振興プラン」
を策定し、2020 年の東京オリンピック・

パラリンピックを踏まえた戦略を掲げ、
取組を推進しているところである。

本市の入込観光客数は、旧プランを作
成した平成 17年には、1,264 万人であっ
たが、平成 23年に生田緑地内に藤子・Ｆ・
不二雄ミュージアムが開館したこともあ
り、平成 24 年から観光客が急増し、平
成29年には1,998万人となっている。（出
所：神奈川県「入込観光客数調査」）

本プランにおいては、戦略の柱を「世
界に通用する観光づくり」、「ツーリズム
都市・かわさきの創造」、「多様な主体に
よる川崎観光の推進」の３つに定め、施
策を展開している。このうち、「世界に
通用する観光づくり」の戦略のひとつと
して、「生田緑地の観光強化」を位置付

けており、東京オリンピック・パラリン
ピック等を機会とした外国人観光客の集
客強化を視野に入れ、本市の都市公園で
ある「生田緑地」の観光価値を磨くこと
としている。

２.生田緑地について

生田緑地は、昭和 16 年に都市計画決
定された、計画面積約 180ha の都市計
画緑地である。公園種別としては総合公
園であり、現在約 117ha を市民に供用
している。

多摩丘陵の一角に位置し、クヌギやコ
ナラを中心とする雑木林や谷戸部の湿地
などを有する里山環境が残され、ゲンジ
ボタルなどの貴重な生物が生息している。

図－１　生田緑地の施設等
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さらに、世界的芸術家・岡本太郎の魅
力あふれる「岡本太郎美術館」、江戸時
代の代表的な古民家等を移築した「日本
民家園」、世界最高水準のプラネタリウ
ムを有する「青少年科学館」（通称：か
わさき宙（そら）と緑の科学館）、海外
でも人気を集めているドラえもんなどの
原画を見ることができる「藤子・Ｆ・不
二雄ミュージアム」といった個性豊かな
文化施設が緑地内に立地している（図－
１）。

このような多様な資源を活用すること
が期待される中、平成 25 年度からは、
指定管理者による、緑地と岡本太郎美術
館、日本民家園、青少年科学館（以下「３
博物館」という。）の横断的管理（学芸
業務は市直営）がスタートした。

なお、緑地内にある、藤子・Ｆ・不二
雄ミュージアムと川崎国際生田緑地ゴル
フ場は、この横断的管理とは別の指定管
理者により運営されている。

本稿においては、生田緑地と３博物館
の横断的管理における観光振興の取組に
ついて紹介する。

また、生田緑地では、従来から市民活
動団体や地域団体と様々な形で連携して
きていることから、市民との協働を推進
するための協働のプラットフォームとし
て「生田緑地マネジメント会議」（以下、

「マネジメント会議」という。）を、指定
管理者制度導入と同時期の平成 25 年に
設立した。現在会員は、市民活動団体、
町会や商店街、大学などの地域団体、行
政、指定管理者など 59団体となっている。

生田緑地では、マネジメント会議と指
定管理者が連携し、車の両輪となって管
理運営を行っている。

なお、指定管理者については、平成
30 年４月から、第２期の指定管理者で
ある「生田緑地日比谷花壇・日比谷アメ
ニス・東急ファシリティサービス共同事
業体」が、管理運営を行っている。

３.生田緑地のインバウンド
観光への取組

現在、「新・かわさき観光振興プラン」
に基づき、行政、指定管理者、マネジメ
ント会議等が連携しながら、観光強化の
取組を行っているところであり、外国人
観光客の誘致と対応力強化は取組の重要
な柱となっている。ここでは、インバウ
ンド観光への取組を中心に、観光振興の
具体的な取組をいくつか紹介する。

(１)国内外に向けたプロモーション
の強化

国内外からの来訪者を生田緑地観光に
取り込んでいくための方策として、イン

フルエンサーや SNS などの Web メディア
を活用した情報発信のほか、羽田空港に
設けられている「観光情報センター」へ
の英語版リーフレットの設置や、生田緑
地公式ホームページにおける６か国語対
応などがある。緑地の公式ホームページ
は、日本語以外の５か国語対応の固定の
基本情報ページを設けている（図－２）。

日本民家園では、基本情報だけでなく、
イベント情報などを随時更新している英
語版のホームページを設けている（図－
３）。

また、緑地内の各施設のリーフレット
の多言語化も進めており、特に外国人観
光客の人気が高い日本民家園においては、
英語のほか、中国語、フランス語、スペ
イン語、ポルトガル語など 12 か国語の
リーフレットを作成している（写真－
１）。日本民家園以外の施設のリーフレッ
トについては、青少年科学館は４か国語、
岡本太郎美術館は３か国語対応となって
おり、緑地全体の案内マップは日本語版
と英語版を作成している。

また、日本民家園内にある、藍染を体
験できる伝統工芸館では、平成 30 年に
英語版のリーフレットが完成し、「体験」
をキーワードに、外国人観光客の誘致を
促進したいと考えている。

図－２　生田緑地公式ホームページ 図－３　日本民家園の英語版ホームページ
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（２)来園者へのサービス向上
本市では、市民および来訪者の皆様の

利便性向上や安全・安心な暮らし、地域
の活性化等につなげることを目的として、

市内に無料でインターネットに接続でき
る Wi-Fi スポット「かわさき Wi-Fi」の
整備を進めている。生田緑地に来園され
た外国人観光客のためのサービスとして、
緑地内のビジターセンターおよび各施設
に、Wi-Fi 環境を整備し、利用者の情報
収集・発信の利便性向上を図っている。

また、日本民家園において、リーフレッ
トの多言語対応等以外にも、日本民家園
内で活動しているボランティア団体「炉
端の会」による、英語ガイドの実施（写
真－２）や、４か国語対応の音声ガイド
アプリも導入している。音声ガイドアプ
リは、平成 29 年度にスタートしたもの
で、スマートフォンにダウンロードする
と、それぞれの古民家について、音声の
ほか図面や写真で解説するもので、日本
語、英語、中国語、韓国語の４か国語対
応で、Wi-Fi 環境を活用した取組となっ
ている。

日本民家園は、緑地内の３博物館のう
ち、最も外国人の来館者が多く、平成
29 年度は年間 6,342 人の外国人が来館
しており、入館者の 5.4％を占めている。

サインについても、対応が進んでいる
のが日本民家園で、園内の主要な案内サ
インは日英中韓の４か国語対応としてい
る他、ルール看板、展示物の説明など、
ほとんどのサインに英語が併記されてい
る。緑地利用者向けの屋外のルール看板
なども、英語併記を進めている（写真－３）。

今後は、このようなサービスを分かり
やすく案内するための、各施設の窓口に
おける外国語対応の強化などを進めてい
くとともに、より楽しく利用していただ
くため、アジアや欧米など地域ごとの特
性を調査し、日本文化の体験など、ニー

ズに応じたプログラムの充実を図ってい
きたいと考えている。

(３)民間事業者との連携による取組
緑地内での対応だけでなく、民間事業

者との連携による取組も進めている。川
崎駅周辺の商店街・商業施設・川崎市な
どが連携して開催している「カワサキハ
ロウィン」（写真－４）において、イン
バウンドへの取組が行われており、平成
30 年度は、イベント期間中に、外国人
限定での音声翻訳機の貸出しや、日本民
家園などの生田緑地内施設、川崎大師、
市民ミュージアムなど、川崎の観光名所
をめぐるアプリを用いたスタンプラリー
が行われた。

また、鉄道事業者との連携による駅構
内へのポスター掲出（写真－５）や、川
崎駅周辺の大型商業施設における、岡本
太郎美術館のポスター掲出（写真－６）
なども行っており、生田緑地周辺への誘
客を図っている。

川崎駅周辺は、羽田空港とのアクセス
に優れ、大型商業施設をはじめ、魅力的
な施設が数多く立地するエリアとなって
おり、本市では、川崎駅周辺エリアをハ
ブとして、臨海部等の「産業観光」と「生
田緑地」をはじめとする市内の地域資源
との効果的なネットワークを構築するこ
ととし、取組を進めている。

このほか、生田緑地を含む登戸駅を中
心とする概ね半径 1.5㎞のエリアにおい
て、観光振興や商業活性化、外国人観光
客の需要の取り込み等を目的とするシェ
アサイクルの実証実験を開始する予定で
あり、生田緑地と駅周辺に点在する観光
施設間の回遊性向上が期待される。

写真－１　日本民家園の12か国語リーフレット

写真－２　日本民家園の英語ガイド

写真－３　日本民家園のルール看板 写真－４　平成30年ハロウィンパレードの様子
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４.生田緑地マネジメント会
議の取組

先述した、協働のプラットフォームで
あるマネジメント会議においても、来園
者への「おもてなし」の取組を行ってい
る。

会議において、「生田緑地までの道が
分かりにくく、駅前などで困っている人
を見かける」との意見が出されたことか
ら、プロジェクトを立ち上げ活動を開始
した。まず初めに、春と秋に開苑してい
る生田緑地ばら苑への案内を考えること
になり、開苑期間中に、プロジェクトで
作成した案内チラシを駅前で配布しなが
ら案内を行い、実際にどのような案内が
求められているのか、実態の把握を行っ
た（写真－７）。この取組を通して、道
に目印があると分かりやすいのではない

かということに気づき、駅からばら苑ま
での道に、のぼり旗を設置しようという
アイデアが生まれた。道案内と併せて、
ばら苑が開苑中であることをＰＲし、ま
ちの雰囲気を盛り上げたいということで、
バラをイメージしたきれいなピンク色の
のぼり旗を会員がデザインし、作成した。
こののぼり旗は、現在も、ばら苑の開苑
期間中、来苑者をばら苑まで導いている。

そのほか、初めての来園者に、生田緑
地の自然や文化、歴史などについて分か
りやすく伝え、興味を醸成し、生田緑地
のファンを増やすための入門編ガイドツ
アーの企画も行った。生田緑地に隣接す
る大学のインターンシップ生と連携し、
学生が緑地や３博物館を案内し解説する
という試みを実施したところ大変好評で
あり、その後、指定管理者の大学連携に
よる自主事業として定着した。

このように、マネジメント会議の場を
活用し、生田緑地で活動する市民や、町
内会、大学などの地域団体、指定管理者、
行政等が協働で「おもてなし」への取組
を進めている。現状では、外国人観光客
に焦点を当てているわけではないが、現
在行っている取組を展開していくことに
よって、インバウンド観光の推進につな
げていきたいと考えている。

５.観光振興の効果がもたら
す好循環

公園に多くの観光客を呼び込むことに
よって、どのような効果がもたらされる
だろうか。

一つ目として、近年の SNS 等の普及に
より、外国人観光客の声、いわゆる「ク
チコミ」による多様な価値観に基づく評
価が、魅力の再発見など「新たな気づき」
をもたらし、地元市民の誇りや愛着につ
ながっていくという好循環が挙げられる。

二つ目として、観光客に、生田緑地の
自然がどのように守られてきたかなどを
分かりやすく伝え、理解を深めてもらう
ことによって、自然を大切にしようと考
える人を増やすことにつながるという好
循環が期待できる。生田緑地では、自然
を保全しながら利用することが前提であ
るため、自然を守るという観点から、緑
地に多くの人を呼び込むことを心配する
声も聞かれるが、逆に来園する多くの人
に良き理解者になってもらい、生田緑地
のファンを増やしていくような好循環を
図っていきたい。

2020 年の東京オリンピック・パラリ

ンピック開催も見据えたインバウンド観
光への取組が、この二つの好循環をもた
らし、「生田緑地」の豊かな自然や文化
などの多様な魅力がさらに広く発信され、
地域経済の活性化など、まち全体の賑わ
いにつながることを願っている。

写真－６　大型商業施設における岡本太郎美

術館のディスプレイ

写真－５　駅構内におけるポスター掲出

写真－７　マネジメント会議によるばら苑案内


