
　生田大緑地は 165 万㎡。1941 年施行された都市計画法
による緑地で、戦争で放置されていたものが、1947 年ゴルフ
場用地を探していた元運輸次官の平山孝の目に留まった。平
山は名古屋ゴルフ倶楽部和合コースのクラブチャンピオン
の経験もある名手、戦争で姿を消した武蔵野カンツリー倶楽
部の理事でもあった。内山神奈川県知事、金刺川崎市長に打
診すると内山は、ゴルフ場を造れば占領軍との国際交友の場
になる、と身を乗り出した。名称も川崎国際ゴルフ俱楽部と決
まった。文字通り国際交友の場で、国際競技の場という意味
ではなかった。
　1949 年 11月には経営母体の川崎林園（株）が設立された
が、着工には手間取った。生田大緑地は、自作農創設特別措
置法で数百人の小作人に売り渡すことになっていた。その処
理で、GHQ、第 8軍にまで頭を下げて回った。1951 年 4月、
10 年間の借地契約が成立、6月着工。設計は井上誠一、内地
では戦後第 1 作である。工事は 700 人の労働者を投入して
の人海戦術で進められた。多摩丘陵の東端、枡形山地の 70
万㎡は、丘陵というより山に近く突兀（とつこつ）としていた

が、完成したコースは自然の形を読み取りながらの戦略性、
特に 100ヤードからの難易度の高さで評価を上げた。
　1952年5月18日9ホール開場、1954年11月3日18ホー
ル・6475 ヤード・パー 72 が完成。都心新宿から電車で登
戸駅まで 20 分、“登戸”の愛称で親しまれる名門として繁栄し
た。
　やがて都心化の波が迫る。住宅地の開発、向ヶ丘遊園地な
どのアミューズメントエリア、明治大学、専修大学など文教地
区の進出で「市有地を占有していいのか」との声が高まって
きた。1967 年川崎市は、3 回目のゴルフ場継続使用の延長
を拒否、17 年にわたる訴訟となる。1984 年 7月裁判所の調
停により和解、1992 年 1月以来、パブリックの市民ゴルフ場
に生まれ変わった。
　現在の経営は、財団法人川崎市公園緑地協会。コースは
6490 ヤードから 6225 ヤードになった。協会で測り直した結
果で、短くやさしくしたわけではないし、小さいグリーンに深
いバンカーという井上設計は残したといっている。

　良いコースはトータル距離 7,000 ヤード以上、アップダウ
ンやブラインドホールは極力少なく、ワングリーンなどの近
代コースのセオリーがつまらない事のように感じさせる圧倒
的な存在感のあるコースである。
重機を用いず手造りで整備されたコースであるが、多摩丘陵
の地形を巧みにいかした造形でホール毎に大きく変わる表
情、戦略的に配置されたバンカー、小さくこぼれやすい砲台
グリーンなど、パブリックコースとなりトータルヤードは短く
なっているが『牙』は抜かれておらず、プレーする度にコース

の面白味が新たに発見でき、何度チャレンジしても楽しめる
コースである。

　IIkuta Ryokuchi is 1.650,000 square meter, a Green Belt 
Zone in accodance with City Planning Act enforced in 
1941, but left alone as it was due to the war. In 1947, 
Takashi Hirayama, ex-Vice Minister of Transport, very 
eager student of Golf, and past Club Champion at Nagoya 
Golf Club as well as a Board Member of Musashino 
Country Club, abandoned during the war and eventually 
closed, found the property suitable to develop a golf 
course.    Hirayama contacted Kanagawa Prefecture 
Governor Uchiyama and Kawasaki City Mayor Kanazashi, 
and covince them that golf couse will provide the oppor-
tunity for international aassociation with occupation 
forces.   The idea of Kawasaki Kokusai Golf Club was 
agreed, a place for an international association, not 
necessary a international competition.
　Ikuta Green Belt Zone was going to be sold to hundreds 
of tennent farmers in accordance with the Law on After 
the War Special Act. In Novembe of 1949, Kawasaki Rin-en 
Co., Ltd was formed as the organizor of the golf course 
project, and in orde to revese the situaton, Hirayame had 
to negotiate  even with GHQ, US 8th Army etc. 10 year 
Lease Contract agreed on April, 1951, and the construc-
tion finally started. Achitect appointed was Seiichi Inoue, 
his first work in Japan after the war.  700 workers were put 
in to carve out the rather steep hills of Ikuta Green Belt, 
700,000 square meter, east side of Tama Kyuryo Hills.
　On May 18, 1952, 9 holes opened, then 18 holes, 6475 
yards par 72 completed on November 3, 1954, and 
becomes very popular golf course called “ Noborito “, only 
20 minutes train ride from Shinjyuku Station. The course 
was highly evaluated for it’s natural and strategic features 
created from the surrounding terrain, and special recogni-
tion on praise of designing “ high level accuracy needed 

from 100 yards-in “.
　With populaion growth, urban function moving into 
this area such as residencial housings, Mukougaoka 
Amusement Park, Meiji University & Senshu University etc.  
There rise a voice of protest why private golf club occupy-
ing quite a large part of the city limit, and in 1967, Kawa-
saki City rejected to extend the lieasing contract.
　Court Trial continued for the next 17 years, and finally 
the two parties compromised by the Court Order on July, 
1984. Private Golf Club, Kawasaki Kokusai was dismissed, 
and the facility becomes a public golf course for citizens 
after January of 1992. It is operated by Kawasaaki City 
Park & Open Space Association, now.
　The course has been re-measured to 6225 yards, Par 72 
with Inoue design style still remains with small greens and 
deep bunkers.

　This golf course makes every golfers agree for it’s 
overwhelming presence despite it’s features like 
short yardage, heaveyly undurated fairways, blind, 
dog-leg, small greens etc. completely opposite 
terms needed to be so called “ good golf course “ in 
modern standard. Mostly hand crafted when heavey 
machineries were not available, thus, the natural 
terrain on Tama Kyuryo Hills are still there with every 
holes are different, short but elevated greens, well 
placed bunkers etc. would give golfers a good 

challenge even for the level of the scratch players. 
Fun to play on any day.

開場日：1952年5月18日　コース：18H/6225Y/P72　設計：井上誠一
（神奈川県）

Opened.....May 18, 1952 / Course.....18 holes, 6225 yards, Par 72 / Designed by.....Seiichi Inoue
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Kawasaki Kokusai Ikuta-Ryokuchi Golf Course 川崎国際生田緑地ゴルフ場
Beautiful golf courses in Japan日本の美しいゴルフコース
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1947年、占領軍との国際交友の場として生田緑地にゴルフ場が計画された
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