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高津区まちづくり協議会
第２期が
第 1 期高津区まちづくり協議会委員が 2 年間
の任期を終了し、平成 13 年 9 月に第 2 期高津
区まちづくり協議会が立ち上がりました。第 1
期からの継続委員 31 名と、公募により新たに
加わった委員 10 名を合わせた 41 名は、 明る
く住みよいまち高津 を発展させるため、熱心
な活動を行っています。
9 月 17 日の第 1 回委員会では、区民と行政の

パートナーシップにより具体的な行動を行な
う機関（アクション部会）として、「高津区市
民健康の森推進委員会」、「キラリたかつホー
ムページ委員会」、「高津まちづくりビジョン
委員会」を承認しました。
第 2 回委員会では、研究部会として「高津の
福祉を考える会」を第 1 期に引き続き承認しま
した。
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関係行政機関としての参加
団体推薦、公募による参加

第 1 期に引続き委員長を務めさせていただくことになりました。皆さんと一緒
に和気あいあいと楽しく、また、実り多き会にしていきたいと思います。
どうぞよろしくご協力の程お願いいたします。
高津区まちづくり協議会委員長 瀧村治雄
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高津区の未来・方向性を市民の声か
ら描く委員会です。
高津区まちづくりビジョン委員会は、将
来にわたるまちづくりの方向性を検討し、
時代の変化に対応した新しい高津区の将来
像を描くことを目的に、平成 13 年 11 月に
スタートしました。
委員会の検討の成果は、平成 5 年につく
られた高津まちづくり白書「キラリたかつ」
のバージョンアップ版として、平成 15 年秋
までにまとめます。さらに、新しいビジョ
ンにもとづいて、都市計画マスタープラン
高津区構想区民提案を平成 16 年春までに
策定します。
今年度はまず高津区の現状を知り、様々
な角度から高津区の問題点、今後の課題を
整理するための、勉強会を行なっています。
〜委員会の今年度の予定〜
H13.11 第 1 回 顔合わせ・役員決定等
12 第 2 回 知る区講座１
高津の現状・歴史等の勉強会
H14.1 第 3 回 知る区講座２
都市ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ勉強会
2 第 4 回 見る区セッション１
区内各地をﾀｳﾝｳｫｯﾁﾝｸﾞ
3 第 5 回 見る区セッション２
ﾀｳﾝｳｫｯﾁﾝｸﾞのつづきとまとめ

区づくり白書「キラリたかつ」を
ご存知ですか？
平成 5 年当時の高津区のまちづくりの
現状、問題点、特色、可能性などについ
て、多くの区民の参加により、とてもわ
かりやすくまとめられた本です。しかし
発行からまもなく 10 年が経とうとして
おり、現状に則した見直
しが必要です。新しい時
代にふさわしい高津区
まちづくりのビジョン
を、なるべく多くの区民
の方々と、情報を共有し
ながら作成していきた
いと考えています。

都市計画マスタープランとは？
より質の高いまちをつくり、育てていくために必要な都市計画に関する基本的な方針
を示すものです。マスタープランは、市の全体構想、区別構想、地域別構想の 3 つのス
ケールで構成されています。当委員会は、区別構想のベースとなる区民提案をまとめる
役割を担っています。区のまちづくりビジョンと、都市計画マスタープランを並行して
進めるのは、市内でも初の試みです。
まちづくりビジョンに関心のある、より多くの方々の参加を募集しています。詳しく
は高津区役所区政推進課（℡：044−861−3133）へお問い合わせ下さい。
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高津区市民健康の森推進委員会
※花街道：野川柿生線、久本１丁目片町交差点から東へ 350m の区間

推進委員会の活動スタート
「高津区市民健康の森」の用地を選定し
た「構想検討委員会」を引き継ぎ、市民健
康の森を文字通り「市民」のものとするた
めの「高津区市民健康の森推進委員会」の
活動が始まっています。「どんな森にしよ
うか？」「どんな木を植えていこうか？」な
ど新しく委員になられた方々と共に、基本
コンセプトにもあるとおり「ゆっくり、み
んなで、たのしみながら」進めています。
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バス停：橘出張所

●橘出張所 文橘小
元看護婦
養成施設
元橘ｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾌﾟﾗｻﾞ用地
（丘）

（仮）高津市民の森
位置図

みんなで下草刈り（平成 13 年 11 月）

竹でつくったコップで乾杯！！

橘緑地保全地区（森）

卍影向寺

3 月末に予定されている区長への提言書
の取りまとめもせっまってきており、今は
大急ぎで推進状況の検討や、竹の伐採、下
草刈りなどに精を出しているところです。
高津区の市民健康の森は川崎 7 区の中で
も最も広い面積をもっています。今年度は
まず「丘」の部分の整備から始め、「森」の
方には今後ゆっくり時間をかけながら入っ
てゆこうと思っています。
「森」にはカワニナが沢山生息している
ことが判明し、高津区で初めての「ホタル
の里」となる可能性も出てきました。
委員会では「森の音楽会」「竹炭づくり」
「竹細工の制作」「森へのハイキングでリ
ラックス」など様々な今後の企画のアイデ
アが出てきています。整備が進むにつれ、
「市民ひとりひとりが、行政と共につくっ
ていく森」という自覚も強まっています。
これから息長く、高津区みんなの森を実
現するために、まだまだ多くの仲間が必要
です。今後、一人でも多くの方の参加を頂
きながら、どこにも誇れる「高津区市民健
康の森」づくりを目指しています。

高津区市民健康の森 推進計画案発表会
日時：3 月 16 日（土） 午後 1 時 30 分〜（1 時受付開始）
会場：橘出張所 2 階大会議室
※これまでにまとまった計画案と活動内容を区民の皆さんに発表し、意見交換を行いま
す。お気軽にご参加ください。（参加自由）
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新しいホームページへようこそ！！
第２期の活動開始に合わせキラリたかつホ
ームページ委員会も新しいスタートを切り
ました。
草創期の第 1 期は前委員長はじめ各委員
が多くの困難を乗り越えた結果、兎にも角
にも区民制作のホームページが公開でき、
Yahoo にも登録されました。
第 2 期は、従来からの委員に加え、技術
的にもレベルの高い委員の参加が実現しま
したので、さらに充実した制作が可能にな
るものと委員一同張り切っています。その
第 1 弾として昨年末に「更新版」が公開さ

れました。区民と行政とのパートナーシッ
プによる活動をより正しく、より具体的に
お知らせするつもりです。
ぜひご覧いただきたくお願い致します。

http://www.city.kawasaki.jp/67/67kusei/home/kumin/kumin.htm

高津の福祉を考える会
協議会も 2 期目に入り「高津の福祉を考え
る会」も前年度に引き続き、まちづくり協
議会の研究部会として新メンバーを加えて
の出発となりました。
今期もまた、「自立高齢者」をテーマに取
り組みたいと思います。

高齢者が町中で買物をしたり、バスや電
車を利用して用事を済まさなければいけな
いとき、この高津区は優しい街でしょう
か？食事をしたり、お茶を飲んだり気楽に
立ち寄って、一休みをしておしゃべりがで
きる場所があればいいと思いませんか？す
こやか活動支援の勉強会を引き続き進めな
がら、そんな研究もしたいと思っています。

協議会メンバー紹介
鈴木穆（すずきあつし）
溝口在住
協議会副幹事
健康の森推進委員会委員長
「ゆっくり、みんなで、楽しみながらつく
ろう。高津市民健康の森！」

川崎泰之（かわさきやすゆき）
諏訪在住
ビジョン委員会委員長
「メンバーに若い人が少ない。若い人募集
してます。」

藤村千賀子（ふじむらちかこ）
下野毛在住
福祉を考える会委員長
「やっぱり目標は
り ですね。」

人にやさしいまちづく

荻原誠（おぎわらまこと）
梶ヶ谷在住
ホームページ委員会委員長
「 生きたコミュニケーションを、新しいテ
クノロジーで がスローガンです。」

編集後記
第 2 期目の高津区まちづくり協議会をいっそう充実させるため、広報活動にも力を入れています。
協議会の活動をより多くの区民の皆さまに知っていただくとともに、ご意見や地域の情報をお寄せく
ださい。今後ともよろしくお願い申し上げます。
問合せ・連絡先：高津区まちづくり協議会事務局（高津区役所区政推進課まちづくり推進係 担当）

℡：044‑861‑3133,

fax：044‑861‑3103,

e‑mail:67kusei@city.kawasaki.jp
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