
編集後記 下野毛には何があるんだろうと思いましたが、取材をしていくうち
に下野毛の魅力をたくさん発見しました。これからも元気な下野毛であって
ほしいものです。また今号は高津区民発の地域課題を行政とパートナーシッ
プで解決していこうと出発した高津区まちづくり協議会の１０年間を皆さんに
ご紹介しました。掲載している年表はその一部です。書き込めなかったけど
苦労したこと、解決できなかったけど頑張った仲間たち、そして高津区まちづ
くり協議会にご協力いただいた皆様「高津区まちづくり協議会の１０年の歩み」
ご覧ください。次号は末長地区を紹介する予定です。
※前号３ページ「川漁の技を伝える多摩川の投網」９行目「川風」は正しくは「海風」でした。訂正します。

お問い合せ・ご連絡先

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）

電話： 044-861-3133
Fax： 044-861-3103
E-mail： 67tisin@city.kawasaki.jp
ホームページ：川崎市→高津区→
たかつまちねっと→高津区まちづくり協議会

日時： 平成２２年 ５月１６日 ( 日 ) 
 １１：００〜１５：００

場所： すくらむ 21
 （川崎市男女共同参画センター）
 〒213-0001
 川崎市高津区溝口２丁目２０番１号
 TEL: 044-813-0808　

高津学 参加者募集
高津の文化
国木田独歩を読み解く 

〜「武蔵野」は
１００年前の都市化への抵抗〜

講師： 小森 陽一先生 ( 東京大学教授 )
日時： 平成２２年５月１６日（日） １５：００～１７：００
場所： すくらむ 21（川崎市男女共同参画センター）大ホール
 〒213-0001
 川崎市高津区溝口２丁目２０番１号
 TEL: 044-813-0808

募集定員：７００人 (応募多数の場合抽選)

資料代：３００円
申込： ４月２７日必着までに、往復はが
きに全員（１枚で２名まで）の住所、氏名、
年齢、電話番号を記入し、下記お問合せ・
ご連絡先「高津学」係にお送り下さい。

【1-5 面】 私の高津のお気に入り百選：下野毛特集

  下野毛のももちゃん
  トピックス／見どころマップ

【6-7 面】 高津区まちづくり協議会１０年の歩み
【8 面】  高津区まちづくり協議会会員募集／市民活動見本市のお知らせ 他

下野毛地区を

訪ねよう！

下野毛を歩いている
と、光り輝く金属や、
溶接された鉄板、雨
晒しになって錆びた
鉄等を見ることが出
来ます。見ようによっ
てはそれらはアート
作品のように美しく
魅力的です。道端に
展示されたこれらの
アート作品は「もの
づくりワンダーラン
ド：下野毛」の活力
を表しています。
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多摩川に面した区の東端
の地域で、西は北見方、

南と東は中原区宮内に囲まれています。江戸時代は、
現在の世田谷区野毛１〜３丁目とともに荏原郡上・下の
野毛村の一部でしたが、多摩川の流路の変化や、慶安
４年 ( 西暦１６５１年 ) の“玉川掘換”工事により、下の
野毛村の一部が“飛地”となりました（武蔵風土記稿）。

町名の由来は江戸時代の旧村名を引き継いだもので
す。「野毛」という地名は、「ノゲ・ノギ」の転訛したもので、
崖を表す地名といわれ、対岸の野毛１〜３丁目に見られ
る、立川から続く立川段丘の崖を指すものといわれて
います。明治４５年、府県境界変更で神奈川県に編入
され、高津村大字下野毛となり、昭和４７年区制施行
で高津区下野毛になりました。（日本地名研究所監修）

下野毛（しものげ）vol.９

ものづくりのまち下野毛

高津区に７つある老人いこい
の家の中では２番目に新しい
施設です。３つの教養講座、
７つのサークルが活動してい
ます。２階はこども文化セン
ターになっています。週に一度、
いこいの家からこども文化セ
ンターに将棋を教えに行くと
いうほほえましい話を伺いま
した。取材当日はお風呂の日
で風呂上りの人たちが４、５
人集まって談笑していました。

（C.F）

のんびり楽しい交流…老人いこいの家・こども文化センター

2

〜知って育てる郷土愛〜

下野毛は、工場と住宅が混在して
います。町工場といわれる小さな
工場が路地のあちらこちらにあり
ます。不景気のため工場跡が住
宅になり住民も年毎に増えてい
るようですが、まだまだ「景気ど
う？」と言う挨拶が飛び交う町で
す。路地を歩いていると、ある工
場の方が気持ちよく取材に応じて
くれました。ゆっくりと滑らかに
動く機械から押し出されてくる部
品は電車の連結部分の部品だそ
うです。日ごろ目には見えないけ
れど私たちの生活に必要なさま
ざまな部品がこの町で生まれてい
ます。（C.F）

3

多摩沿線道路に沿った土手にのぼると多摩川が見
え、東京側の対岸に六所神社、善養蜜寺のみどり
の甍を見ることができます。足元の河川敷には「せ
せらぎと親子広場」があり、夏には小川の流れを
楽しむ親子連れで賑わいます。広場の一隅には、
高津生まれの歌人「岡本かの子」の歌碑があります。
建てられて約３０年、黒っぽい自然石に２０代の初々
しいかの子の歌が刻まれています。（Y.Y）

—多摩川の清く冷たくやはらかき
　水の心を誰にかたらむ—

１９９６年に下野毛の町工場の若手が集まり始まった
会議。県の職員との議論の中で浮かんだ名前が「もの
づくり共和国」でした。金属加工を中心とする８社９
名のメンバーで月１回の定例会の他、ものづくりコンテ
ストへの応募や、マスコットのロボ丸の製作・販売など
多方面にわたる活動を展開しています。取材に応じてく
れた、今野氏兄弟、佐々木氏の３名は「共和国が無かっ

たら全国の人たちと知り合えなかった。外から評価さ
れて１代目に活動の意味を認めてもらえるようになっ
た。」と語ってくれました。最近人気の川崎の工場をイ
メージしたオブジェ「プラント・プラン」や洗練された
デザインの「アルミトレー」などオリジナルメタルグッズ
も注目です。今後も益々活躍が期待されます。（Y.K）

川の見える風景 … せせらぎと親子広場

町工場２代目の挑戦…ものづくり共和国
  

デコレーションケーキを飾るメレ
ンゲ菓子。誰もが目にし、食べて
しまうのがもったいない、と思っ
た経験があるのではないでしょう
か。その可愛いお菓子を専門に
作っている工房は関東圏にたった
２軒、その１つが下野毛の「美飾
プーペ」です。ご主人は元ケーキ
職人でしたが飾り菓子の需要が多く、こちらを本業として独立されたそうです。
今年のひな祭りのデコレーションケーキを飾っていたお雛様も、プーペ生まれかもしれませんよ！（S.K）

色とりどりのメレンゲ菓子…美飾プーペ

アルミトレープラント・プランを前に説明するもの国の３名



下野毛３丁目から多摩川方向を望む

昭

和１４年

平
成

２０年
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第１期（1999.9 〜 2001.8）

協働のまちづくり
スタート！
１９９３（平成５）年の区づくり白書

「キラリたかつ」作成以降の参加型

のまちづくり事業から、さらなるパー

トナーシップによるまちづくり課題の

解決を目的とし、「まちづくり協議会」

が発足しました。参加や協働のまち

づくりに関心のある市民が多く集ま

り華やかに活動がスタートしました。

●キーワード
参加型のまちづくり、パートナーシッ

プ、市民健康の森、「ゆっくり、みん

なで、たのしみながら」

第２期（2001.9 〜 2003.8）

まちのビジョンを描き、
実現へ向け始動！
第２期は、区づくり白書の見直しや

都市計画マスタープランの区民構想

検討を通して、まちの課題をマクロな

視点で見る時期でした。単なる提案

だけではなく、実現の仕組みづくり

までを視野に入れた市民と行政の協

働による課題の整理と課題解決の仕

組みづくりが検討されました。

●キーワード
提案から実現へ、歩きたくなる高津、

高津区市民健康の森を育てる会、高

津まちづくりビジョン、見る区セッション

まちづくり協議会は、２００９年に１０

周年を迎えました。これまでの様々

な活動を振り返ります。

１期〜３期は、行政の具体的な計

画や事業において、市民と行政の

パートナーシップにより様々な成果

を上げました。市民健康の森やたか

つ花街道では整備計画案を作り、現

在も市民による管理運営が継続して

います。まちづくりビジョン「歩きた

くなる高津」ではまちの将来像を描

き 、その実現のために様々な部会を

立ち上げて活動しました。

４期からは行政の方針転換により中

間支援という役割を与えられました。

様々な市民活動を多くの市民に知っ

てもらい、人と人とをつなぎ、活動を

盛り上げていくことをめざして取り

組んでいます。

高津区
まちづくり協議会
１０年の歩み

第３期（2003.9 〜 2006.3）

まちへ出て、
アクション！
第３期は、第２期で整理されたまち

の課題解決へ向け、様々な取り組み

にチャンレンジしました。会議室から

抜け出して、次 と々外向け発信型のア

クションを展開しました。他のまちづ

くり関係者との出会いや情報交換も

生まれ、連携の必要性が見えてきま

した。

●キーワード
ももちゃん、１２のテーマ、他との連携、

まち協の周知活動、まちづくりの拠

点整備、外部評価、協働によるまち

づくり、円筒分水スプリングフェスタ

第４期（2006.4 〜 2008.3）

連携から
支援へ！
第４期で、大きな組織転換を迫られ、

まちづくり協議会は、中間支援的な

機能をもった活動の展開に着手しま

した。より広がりのあるまちづくり

活動を目指し、まちづくり団体同士

の交流の場づくりやまちづくり市民

活動の活発化を目指しました。また、

地区ごとのももちゃん掲載を開始し

ました。

●キーワード
中間支援、区民会議との役割分担、

キラリたかつニュースカラー化、地区

のももちゃん、市民活動見本市

第５期（2008.4 〜 2010.3）

初心に返って…
歩きたくなる高津
第５期は、第４期に引き続き広がり

のあるまちづくり活動を目指し、交

流の場づくりだけではなく、他の市

民活動団体や市民による積極的かつ

主体的な活動を目指し、活動を展開

しています。他方で、地区のももちゃ

ん探しとして、高津の魅力発掘・発

信も継続しています。

●キーワード
主体的なまちづくり、高津学、水と

緑のプロジェクト、高津区まちづくり

協議会１０周年
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