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大盛況！まちづくりネットワーク会議2 
第3期まちづくり協議会の2年半の成果発表と、これからのまちづくりを語りました 

高津区まちづくり協議会

 高津区まちづくり協議会は、第3期（平成15年9
月〜平成 18 年 3 月まで）のしめくくりの機会とし

て、「まちづくりネットワーク会議2」を3月4日に

区役所5階で開催しました。80人もの参加者が集ま

り大盛況に終わりました。 
 
■活動の評価をもらう新しいしくみに挑戦！ 

 前半の活動報告では、はじめての試みとして、普

段なかなか聞けない活動への評価をしていただくた

め、4 人のコメンテーターをお呼びしてご意見を伺

いました。また、来場者のみなさんにも、評価ので

きるアンケートを配布しました。 

 
まちづくりネットワーク会議2の様子 

   
竹井さん（中原区まちづくり推進委員会） 

他区のまちづくり推進組織の視点から、高津の取り組みを語っ
てもらいました。健康の森の活動や、都市マスタープランなどの
積極的な活動に評価をいただきました。 
 

梶さん（高津区副区長） 

区役所の視点から評価をいただきました。水辺の風景部会には、
企業を巻き込んだ活動や、二ケ領用水を通した他区とのネットワ
ークにつなげてはというお話を。「大きな木」を DVD にまとめた
緑部会には、学校や生涯学習への活用や、今後水と緑のつながり
を大切にした具体的な活動につなげてはというお話が出ました。 

冨田さん（高津区試行の区民会議） 

平成 18 年度から本格的に活動がはじまる区民会議からも評価
をいただきました。福祉の取り組みでは、施策と生活者の視点と
のバランスを考えた活動をという評価を、区民が運営するコム・
ちどりの活動には高く評価いただき、区内の活動のコーディネー
ター役の必要性を、若者が活動しているSAI22には活動の継続を
期待されていました。 
 

原さん（ビーンズクラブ） 

子育てする区民の視点から評価をいただきました。コミュニテ
ィ部会には、子どもの遊び場が足りない点や、子育て層、高齢者
層などの参加をひろげてほしいというご意見を、HPづくりは、で
きる時だけでいいなら子育て中に手伝えるママがいる、ニュース
はもっとかわいくわかりやすい紙面になるといいなという意見
をいただきました。 

 
■4つのテーマでまちづくりを語ろう！ 
 後半は、4 つの分科会に分かれ、地域で様々な活

動をする方々と一緒にまちづくりを語りあいました。 
 「コミュニティ」の分科会では、希薄になりがち

な近隣関係にホームページを役立ててはという話が

出ました。「円筒分水」の分科会では、老朽化のため

の改修工事や、鉄塔・電柱などを撤去する予定にあ

わせた周辺整備のアイデアを出し合いました。「自

転車」の分科会では、駐輪場の利用増加や、区民が

ボランティアで自転車整理を行おうとした時の課題

などについて話しあいました。また、「花のある道づ

くり」の分科会では平成 18〜20 年にかけて整備を

進める花街道についてのアイデアを出し合いました。 
 
■第4期に向けて（本紙第4頁の記事もご覧下さい） 
 高津区まちづくり協議会は、4 月から第 4 期に入

ります。これまでの成果を生かしながら、より目に

見える取り組みを進めるために、新しい体制につい

て話し合いながら進めていきます。これからも、区

民のみなさまの参加をお待ちしています。 



防災に強いまちづくりをめざして 

カントリーヘッジづくり 

活発に論議された第2回利用者の会 

整備が進む春日台公園 

 
コミュニティ部会 

■町内会長・自治会長にアンケートを実施 
ちょうど1年前に「耕そう地域コミュニティ」を

テーマに活動を開始。手始めに近年、各地で災害が

連続的に発生して不安が広がっていることから、防

災問題に取り組んできました。 
そして昨年末、町内会・自治会に防災アンケート

を実施して、各地域の防災の取り組みや実情を調査

し、要望があれば川崎市が行なっている「耐震無料

診断」についての資料を配布したり、説明に出向く

ことにしました。 
■防災で重要な「ご近所の底力」 
アンケートは年明けに集計、その内容をお知らせ

しましたが、防災は各地域に共通の課題で、災害に

備えての食糧品等の備蓄などに取り組んでいる地域

もあるものの、防災の要は「何よりも近隣住民の日

ごろのつながりや助け合い」にあるという指摘が目

立ちました。また、「耐震無料診断」も普及したいと

いう地域も多く、資料を配布しました。 
 

利用し易い区民活動ルーム 
(コム･ちどり)をめざして 

 
高津区民活動ルーム運営委員会 

■毎日の自主管理運営が充実！ 
 平成17年度の活動は、自主管理促進のため利用

団体も運営委員に入り、毎日の当番管理運営が市民

主体でほぼ達成することができました。また、印刷

機器および関連機器の充実に伴い、利用効率向上の

ため、誰でも利用できるよう取組んでいます。 
■利用団体71に！ 子育てグループの利用が活発！ 

 利用登録が早くも

発足１年半で 71 団

体になり、全体的に

利用率が 90％を超

え、登録団体の約

37％を占める子育て

グループの「フリー

ルーム」利用が活発

になりました。 

第2回利用者の会では、子育てグループなどのコ

ム･ちどりへの期待が、さら高くなっています。 

残そう、創ろう高津の緑 
 

高津の緑部会 

■｢歩きたくなる高津｣にするために、緑の保全と調

査、緑の景観を作り出すための活動を続けました。 
■映像マップ｢高津の大きな木｣DVD制作 
高津区に残された緑の遺産、大きな木をたずねて、

川崎市「まちの樹５０選」に選ばれた9本の樹をは

じめ、保存樹、地域のシンボルツリーなどを映像に

収め、DVDとして完成しました。 
昔も今も、多くの人が、大きな木の下に憩います。

大きな木に憩う人々は、その心が、永遠の時に繋が

って、豊かになった思いを抱くに違いありません。 
■神庭保全緑地での活動 

 緑地保全のために、竹

の伐採、カントリーヘッ

ジづくりなどの活動をし

ました。緑地自然観察会

を開催し、近隣の方々を

はじめ 50 人ほどの参加

を得ました。 
 

着々と整備が進んでいます 
 

高津区市民健康の森を育てる会 

第3期は「ゆっくり、みんなで、たのしみながら」 

を基本に「市民健康の森」の里山環境を整備する活

動を行ってきました。 

丘地区では、春日

台公園、散策路、斜

面林などの整備のほ

か野菜や草花の栽培

を行い、カブトムシ 
 の飼育も始めまた。

春日台公園につい 

ては、17年度整備工事としてシェルター、炭焼小屋、

倉庫、水道の設置等が去る3月に終了しました。18

年度には残りの整備作業が行われます。 

 一方森地区では、「ふれあいの森」が市環境局から

湧水地に指定されました。それに伴い、沢の数を増

やし、ホタルが成育できるダムを作り、またその周

辺の整備を行いました。5 月末から 6 月初めには沢

山のホタルの飛翔が見られることでしょう。一度ふ

れあいの森にお出かけ下さい。 



行動する水辺の会に 

「水辺からまちを見てみよう！」 
。 

 
水辺の風景部会 

■2年半を振り返り 
 水辺の風景部会を名乗ってから色々な局面で行動

が前面に出た会になり、区民の皆さんに「見える」

会に近づいた。夏の区民祭、目を輝かす子供たちの

ボートくだり、直前の二ヶ領用水おそうじプロジェ

クト、汗と臭いを銭湯で流したことも懐かしい。秋

の交会、音楽と二ヶ領用水に思いをめぐらすフォー

ラム、冬場寒さがこたえたフェンス色のアンケート

収集、早春の円筒分水スプリングフェスタは、お琴

や尺八が桜の満開を助長し、心が癒される企画であ

った。また、二ヶ領

用水ウォッチングフ

ォーラム・高津区市

民健康の森・建設セ

ンターの支援を受け

て、竹炭を二ヶ領用

水に敷設して、浄化

活動にも着手できた     。 
 

高津の魅力とは？ 
 

ＳＡＩ２２ 

■「高津らしさ」の発見と構築をめざして 
第3期前半では、溝口駅前のキラリデッキでバン

ブーフェスタやクリスマスアートフェスタの開催等

を通じて、20代の私たちが考える高津ならではの魅

力を紹介してきました。それは「洗足学園の学生た

ちによる生演奏を身近に鑑賞できる」という魅力か

ら「緑ある風景のあるまち」といった魅力まで実に

様々であり、高津の多様性を感じました。 
第3期後半はメンバー各々の生活が大きく変わっ

たことなどもあり、やや活動が滞ってしまい、働き

盛りの世代によるまちづくり活動継続の難しさを痛

感しました。 
今年度から、まちづくり協議会の体制が変わりま

すが、形はどうであれ高津の魅力の探求は今後も続

けていきます。「魅力的なまち」の条件は人それぞれ

ですが、高津に集う多くの人達と出会い、語り合う

ことによって、高津の魅力を発見し、創造していく

ことが出来れば、より住みよい、個性のあるまちに

なるのではないでしょうか。 

育て！高津のももちゃん 
 

高津のお気に入り百選委員会 

 “私の高津のお気に入り百選委員会”は、高津区

のまちづくり資源となる風景や活動などを収集し、

平成16年3月に“高津のももちゃん”を発行しまし

た。この本は有料で

したが大好評ですぐ

にほぼ完売となりま

した。1 年後、百選

委員会では本を読め

なかった方たちにも高津のまちづくり資源を広く知

らせようと、ホームページを作成しました。現在で

はこのホームページで高津のまちづくり資源百選を

見ることができます。私たちはこの時選ばれた高津

の風景や暮らしにさらに磨きをかけ、高津を美しく

暮らしやすいまちに育てて行きたいと考えています。 

高津区では最近、自然の緑が減少していますが、私

たちは高津のももちゃんに掲載された風景を育てて

いくために“高津の風景ガイドライン”の策定等も

検討しています。 

 
高津の福祉を考える会 

 
来期は、部会のあり方、さらに課題解決の活動
のやり方等について検討予定です。 

 今期は前期のすこやか活動勉強会を踏まえ、すこ

やか活動グループとの連携を重点課題としてスター

トしました。 
■講演会 
＊H15.11 高齢者保健福祉施策 

健康福祉局 梶田陽一郎氏 

＊H16.4 講演会「どう選ぶ、終のすみか」 

有料老人ホーム・グリーン東京社長滝上宗次郎氏 

＊H16.7 平成16年度川崎市の高齢者福祉について 

健康福祉局 手塚光洋氏 

■わたしの町のすこやか活動連絡会 
＊第1回連絡会～高津区役所会議室（H16.8） 

＊第2回連絡会～高津区役所会議室（H17.2） 

＊第3回連絡会～高津区役所会議室（H17.7） 

■部会活動 
＊すこやか活動マップ作成準備中 

＊他団体の行事、イベント等への参加 

＊福祉施設見学会ほか、例会開催（毎月） 



新しい散歩道看板完成 
 

高津さんぽみち看板委員会 

■イラスト入りの散歩道案内看板 
 したしみが持てわかりやすく、見ただけで歩きた 

くなる案内看板を作るべく、昨春来検討を続けてき

ました。「大山街道」と「水辺の歴史をしのぶ道」の

2コースの新しい看板が完成し、3月17日に「すく

らむ２１」脇の二ヶ領用水沿いに設置されました。

高津区在住のイラストレーターのご協力による、50

点以上のイラスト入りの看板です。散策によい季節

です。看

板のコー

スに従い

高津の魅

力ある資

源を探訪

してみま

しょう。 

 

 

 
 

「もっと身近に！」を目指して 
 

広報委員会 

■第3期の活動のまとめ 
 区民の皆さんに私たちの活動をよく知って頂き、

一人でも多く参加して頂くことが広報委員会の目的

です。私たちは“熱い思いを自ら発信する”ために

『手づくり』をモットーにしてきました。 
第3期には、「キラリたかつニュース」（本紙）を

隔月に15回発行、「ホームページ」を年3回、計7
回（カレンダーは毎月）更新しました。委員会は隔

月に19回、ウェブ専門家会議を5回開催しました。 
 また、主眼をＰＲ効果と活動効率の向上に置いて、 

これをコンテンツの質的向上と制作手法の洗練、特

にＩＴ技術の導入により実現するよう努力しました。 

 今後の課題としては、広報戦略の策定などより高

い次元での活動への検討が必要かと思われます。 

■今号は連載囲み記事は休載しました 
 第3期の集約と第4期への移行に関連した記事が

多かったため、まちの樹、ももちゃん、町名などの

連載囲み記事は休載しました。ご了承下さい。 

 

       第４期のまちづくり協議会はこう変ります 高津区役所地域振興課 

 

 

 

 

まちづくり協議会の活動を支えてきた要因の１

つに、部会活動があります。部会活動はテーマごと

に分かれて、そのテーマに関する実践活動とさらな

る研究を深める活動を行ってきました。 
しかしこれらテーマごとに分かれて活動して来

た事からまちづくり協議会としての全体での活動

が協議会委員の中でも見えにくくなってきている

ことや、委員全員で検討し進めるべき方向を明確に

することが難しい状況になっているのが現状です。

さらに部会ごとの活動について、区内にある同じよ

うな実践活動を行っている各ボランティア組織と

部会との比較にあたって、片や自主的に資金調達な

どを実践を行っている組織と、まちづくり協議会に

所属する部会活動において予算措置がされる活動

とは、どのような違いがあるのかと問われた時に、

部会活動の特殊性を説明することができません。 

そこで今後はまちづくり協議会自身に事業主体

を置き、予算を集中して対応し、実践活動に重きを

置いた活動を目指して行きたいと考えます。 

まちづくり協議会が、その他の団体等と競合せ

ずに、独自性を確保できる団体としてこれからも

存続していくには、次の3つの様な役割を担ってい

かなければならないと考えます。 

①区内でのコンセンサスのとれた地域の課題（行

政計画を含む）を解決するための実践活動を行

なうこと。 
②地域課題に挙がっていない「地域課題の掘り起こ

し」を行ない、区民会議へ提供すると共に提案し

た課題の活動を実践すること。 

③地域諸団体との活動を繋いで広げるための中間

支援的な活動を行なうこと。 

 

【問い合わせ先・連絡先】高津区まちづくり協議会事務局（高津区役所地域振興課まちづくり担当） 

Tel:044-861-3134   Fax:044-861-3103   E-mail:67tisin@city.kawasaki.jp 
URL:http://www.city.kawasaki.jp/67/67kusei/home/kumin/kyougikai/kyougikai-top.htm 


