高 津 区

区の概要
■面 積 17.10 km

■世帯数 101,793 世帯

■人 口 217,701 人

（2011 年３月 1 日現在）
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区の概況・特性
●高津区は、多摩川や二ヶ領用水の流れる平坦地

●昭和初期の、玉川電気鉄道（現東急田園都市線）

と、多摩丘陵の一角を形成する丘陵地、さらに、

と南武鉄道の開通を契機として市街化が進み、

それらをつなぐ多摩川崖線の斜面緑地によっ

戦後、東京への通勤圏としての住宅需要が増大

て区域が構成され、豊かな水辺空間と起伏ある

し、住居系開発や都市基盤整備が進められてき

地形が特徴となっています。

ました。

●1982 年の行政区の再編により宮前区が分区

●溝口駅周辺地区は商業ビル「ノクティ」をはじ

して、旧高津町と旧橘村から構成される現在の

めとする商業施設等の集積により、商業地の核

高津区となりました。

として定着しています。また、溝口駅前ペデス

●江戸時代から二子の渡し、大山街道を中心とし

トリアンデッキ「キラリデッキ」や溝口駅南北

て発達し、江戸中期から昭和初期にかけて、大

自由通路等の整備、さらには東急大井町線の延

山街道沿いの宿場町として賑わった二子や溝

伸などによる都市基盤の整備も進展していま

口には独自の商業文化が栄えるとともに、歌

す。

人・岡本かの子や陶芸家・濱田庄司、画家・彫

●自然や歴史・文化的特性に加え、高津区は市内

刻家・岡本太郎など多くの芸術家を輩出してい

で川崎区に次いで製造業の事業所数が多く、川

ます。また、多くの神社仏閣や橘樹郡衙推定地

崎のものづくりを支える基盤的技術産業が集

など、まちの記憶を残す豊富な歴史的・文化的

積しています。また、かながわサイエンスパー

資源にも恵まれています。

ク（KSP）をはじめとする数多くの研究開発
型企業も集積しています。
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て発達し、
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■高津区の現状と主な課題
「エコシティたかつ」の拡充と新たな展開

地域コミュニティ意識の希薄化と高齢化

●世界的に環境問題が深刻化する中、高津区でも、

●2009 年の人口増加数は 2,632 人（市内３番

宅地開発等による樹林地や農地の減少、それに

目）で、大型共同住宅建設等による人口の急増

伴う生物の生息・生育空間の減少などの課題が

は沈静化しつつありますが、今後しばらくは人

顕在化しています。

口の増加が見込まれます。

●高津区に残されている緑を保全するとともに、

●区民生活に関わるニーズ調査では、まちの課題

多摩川や二ヶ領用水などの水系を活かしなが

と問題点として、
「放置自転車対策」に次いで、

ら、生物多様性の保全など、環境課題の解決に

「近隣の住民同士の関係が薄れている」が

向けた取組を進める必要があります。

29.2％と高くなっています。

●高津区では環境に関わる市民活動も活発で、区

●高津区では住民の転出入が多く、地域との関わ

民の環境に関する課題認識の高さがうかがえ

りの薄い住民が増えています。従来からの地域

ます。区民会議においても第１期から継続的に、

活動の中心である町内会・自治会などの地縁団

「環境まちづくり」をテーマに調査審議を進め

体においては、加入率の減少が見られ、それら

ています。

の活動に対する支援とともに、新たな形態や拠

●区民会議での調査審議を受け、高津区では

点を活用したコミュニティやネットワークづ

2009 年３月に「エコシティたかつ」推進方

くりが求められています。

針を策定しました。推進方針に基づき、区内の
地域資源を活用しながら持続可能な地域社会

地域住民のつながりを深めるための望ましい手法

「エコシティたかつ」の形成に向けて取組を展

多くの区民が参加できるイベントの開催

52.2

開していくことが求められています。
身近に集い憩える場所をつくる

歴史的・文化的資産の活用とネットワーク化
●大山街道や二ヶ領用水久地円筒分水などの貴

45.5

地域の活動を通して連帯感を深める

34.5

町内会、自治会の活動を支援する

重な歴史的・文化的資産や、洗足学園音楽大学
をはじめとする豊富な音楽資源を活かした事
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（2009 年度 高津区区民生活に関わるニーズ調査）

業展開、地域におけるものづくり企業との交流
や共存に向けた取組など、高津発の魅力あるま

●高津区の高齢化率（65 歳以上の人口の割合）

ちづくりを推進していく必要があります。

は、2009 年 10 月１日現在で 14.3%（全市

●橘地区には、豊かな自然が残されており、久末

平均 16.4％）と、市内で２番目に低くなって

地区等の市街化調整区域の農地や市街化区域

いますが、公営住宅等におけるスポット的な高

内の生産緑地において野菜を主とした生産が

齢化が問題になっています。支援の必要な高齢

行われ、市内の代表的な産地の一つとなってい

者を地域ぐるみで支え合うまちづくりととも

ます。

に、地域でいきいきと暮らし続けるための健康

●こうした地域資源を活

づくりや、シニア活動を促進するための取組が

用していくために、そ

必要とされています。

れらの情報を効果的に
発信することや地域レ
ベルからの地元意識・
ふるさと意識の醸成と
ともに、地域活性化に
寄与する取組が求めら
れています。
二ヶ領用水と大山街道が
交差する大石橋
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子どもや子育てを取り巻く環境

求められる安全安心な生活環境

●高津区では転入者に占める子育て世代の割合

●鉄道結節点であり区の中心である溝口駅周辺

が高く、子育ての孤立化や、慣れない生活環境

は、北口地区では、商業・業務機能が集積して

での育児不安などの課題があります。区民生活

います。また、南口地区については、文教施設

に関わるニーズ調査では、区役所業務への要望

が集積しており、今後、南口広場整備事業に伴

として、44.9％の人が「子ども・子育ての支

い駅周辺の利便性が一層向上することから、地

援」を挙げています。支援策として、育児に関

域特性を活かしつつ、回遊性を向上させるなど、

する情報や子育ての交流の場の提供が必要と

更なる拠点機能の改善が求められています。

されています。

●駐輪場の整備に伴い、溝口駅周辺の放置自転車
数は減少していますが、区民生活に関わるニー

転入者のうち子育て世代(20 歳〜44 歳)の割合

（人）

ズ調査では、43.3％の人が放置自転車の問題

25,000

をまちの課題と問題点として挙げており、今後
20,000

も駐輪場の整備や継続的な撤去活動など総合

78%

15,000

10,000

的な取組を推進する必要があります。

転入者数

75%

78%

70%

69%

●区民生活に関わるニーズ調査では、まちの課題

子育て世代の
転入者数
65%

73%

と問題点として「小学生の登下校時の安全対
策」が 28.4％、「地震や風水害に対する準備」

5,000

が 24.6％と比較的高い割合となっており、市
0
川崎区
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高津区

宮前区

多摩区

民との協働により安全安心なまちづくりを進

麻生区

（2009 年 川崎市の人口動態）

めていくことが求められています。

区役所業務への要望
まちの課題・問題点
45.1

街頭犯罪の防止

放置自転車対策
近隣住民の関係の希薄化

29.2

公園の維持管理

28.5

街頭犯罪への安全対策
（小学生の登下校時の安全対策）

28.4

ごみ・リサイクルへの対応

28.1

44.9

子ども・子育ての支援

地震や風水害への対策

43.3

43.1

41.5

高齢者関係の事業
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地震や風水害に対する準備

24.6

（2009 年度 高津区区民生活に関わるニーズ調査）
0

●都市化の進展により、子どもが遊ぶことのでき
2009 年度に実施した遊び場に関する調査で
は、公園が子どもの遊び場としては有効に活用
されていない状況がうかがえます。既存の公園
の活用等により、子どもが遊ぶ環境を豊かにす
ることが求められています。
子育て支援で望ましい手法
61.1

子どもの遊び場の提供

42.4

子育て中の親の交流の場づくり

34.6

子育ての相談のしくみづくり

34.1

子育て情報の発信

24.4
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（2009 年度 高津区区民生活に関わるニーズ調査）

る路地や原っぱなどが減少しています。また、

幼稚園・保育園の増設

10

70（％）

（2009 年度 高津区区民生活に関わるニーズ調査）
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■地域の課題解決に向けた主要な取組
① 地域からの環境問題への取組
■計画期間(2011〜2013 年度)の取組
●2008 年度に策定した「エコシティたかつ」

●区内を流れる河川の小流域を単位とした水・

推進方針に基づき、市民・事業者・学校・行

緑・生きものなどの調査活動や、環境マップの

政など多様な主体との連携により、各種中期

作成などの中期プロジェクトに取り組みます。

プロジェクトに取り組みます。
●学校ビオトープの整備や環境教育支援など
「学校流域プロジェクト」の更なる推進と事
業の定着に取り組みます。

■具体的な事業と事業内容・目標
事業名

現状

「エコシティたかつ 」推進事業
（環境まちづくり事業）
＜局区連携事業＞
【区民会議課題】
総合的な環境問題への取組を、
地域レベルにおいて多様な主体と
の連携により推進し、持続可能な
地域社会（エコシティ）の形成をめ
ざします。

事業内容・目標
2011年度

2012年度

2013年度

●基本方針に沿った事 ●基本方針に沿った事
業展開（中期プロジェ
業展開
●モデル事業（区役所 クトの実施）
庁舎の総合緑化、新エ ①「学校流域プロジ
ネルギーの利用・啓発 ェクト」の推進
②「たかつの自然
等）の実施
の賑わい事業」の
実施

学校ビオトープを活用した環境学習（学校流域プロジェクト）
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2014年度以降
事業推進
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② 歴史的・文化的資産の保全と活用
■計画期間(2011〜2013 年度)の取組
●大山街道及びその周辺に残っている歴史

●写真や刊行物など貴重な地域資料を区の共

的・文化的な地域資源を保全・活用するため

有の財産ととらえ、包括的に収集、保存、整

策定した「高津大山街道マスタープラン」を

理し、それらの活用を図りながら、高津のま

推進します。

ちの記憶を次世代に引き継ぐ「高津区ふるさ

●区内の地域資源の保全活用を進めるととも

とアーカイブ事業」を実施します。

に、大山街道や二ヶ領用水久地円筒分水、橘

●これらの事業により、高津区の魅力を発信す

地区の丘陵地などの地域資源をネットワー

るとともに、区民が自分の住むまちに誇りと

ク化し、回遊性のある魅力的なまちづくりに

愛着を持てるまちづくりを進めます。

取り組む「地域資源ネットワーク事業」を実
施します。

■具体的な事業と事業内容・目標
事業名
大山街道周辺整備活性化事業
（地域資源活用事業）
＜局区連携事業＞

現状

2012年度

2013年度

2014年度以降

●キラリスポットの整 ●キラリスポットの完
備
成
●蔵、空き店舗及び大
山街道ふるさと館等の
活用の検討
●アクションフォーラム
を中心とした地域コ
ミュニティの担い手の
育成

●事業実施に向けた
検討

●「（仮称）高津区公共 ●整備計画に基づい
サイン整備計画」の策 た「高津のさんぽみち」
定
案内・誘導サインの整
備
●整備計画に基づい
た既存公共サインの改
善

事業推進

●事業実施に向けた
検討

●「高津区ふるさと
アーカイブ基本構想」
の策定

事業推進

大山街道や二ヶ領用水久地円筒
分水、たちばな古代の丘緑地など
区内の歴史・文化・自然などの地
域資源のネットワーク形成を図り、
回遊性のある魅力的なまちづくり
を進めます。
高津区ふるさとアーカイブ事業
（地域資源活用事業）
＜局区連携事業＞

2011年度

●マスタープランに
沿った事業展開
●資源保全策の推進

大山街道及びその周辺の地域資
源を活かし、魅力的な空間創造と
地域活性化をめざすとともに、歴
史的・文化的資源の保全・活用を
図ります。
地域資源ネットワーク事業
〜高津の魅力をサインでつなぐ〜
（地域資源活用事業）
＜局区連携事業＞

事業内容・目標

高津のまちに関する資料（写真・
刊行物・古文書等）を社会資産と
して活用を図り、ふるさと意識や
地域アイデンティティの醸成、地
域ブランディングを進めます。
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事業推進
●蔵、空き店舗及び大
山街道ふるさと館等の
活用に向けた調整
●NPO設立等自立的
体制の確立に向けた
検討

●基本構想に基づく事
業推進
●区制40周年記念誌 ●地域資料のデジタ
の発行
ル化と活用体制の構
築
●区制40周年記念写
真展の開催
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③ 橘地区の地域資源の活用と地域間交流の促進
■計画期間(2011〜2013 年度)の取組
●2008 年度に策定した「たちばな農のある

各種市民活動等）を活用した地域活性化に寄

まちづくり」推進方針に基づき、橘地区にお

与する取組を総合的に進めます。

ける地域資源（都市農業、歴史的資源、緑地、

■具体的な事業と事業内容・目標
事業名
「たちばな農のあるまちづくり」推
進事業（地域資源活用事業）
＜局区連携事業＞
橘地区の多様な地域資源を活用
した事業を区民が主体となって行
うことにより、特色あるまちづくりを
推進します。

現状

事業内容・目標
2011年度

●基本方針に沿った事 ●基本方針に沿った事
業展開
業展開
●情報発信の推進
①食と農の地域資源
を発見する活動の推
進
②地産地消と食育を
結び、次世代につな
げる活動づくり
③「たちばなブラン
ド」を活かしたまちづ
くり の推進
●情報発信の推進

2012年度

2013年度

2014年度以降
事業推進

農と文化をめぐるウォーク

橘地区に広がる農地
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④ 社会環境の変化に対応した総合的なコミュニティ施策の推進
■計画期間(2011〜2013 年度)の取組
●子育て支援、高齢者支援などの課題に総合的

●地域で気軽に集える場として、「公園」に着

に対応するとともに、魅力あるまちづくりを

目し、子どもの遊び場としてはもちろん、健

進めるための土台づくりとして、地域コミュ

康づくり、スポーツ振興、シニア世代の社会

ニティの活性化に取り組みます。

参加などさまざまな地域活動の拠点として
活用を進め、それらの活動の連携から、新し
い形のコミュニティづくりをめざします。

■具体的な事業と事業内容・目標
事業名
地域コミュニティ施策推進事業
（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活性化推進事業）
町内会・自治会活動における担い
手の育成など活動活性化に向け
た支援を行い、加入率の低下や活
動参加者の伸び悩みなど、町内
会・自治会が抱える課題の解決を
めざします。
高津公園体操推進事業
（地域福祉・健康づくり事業）
「高津公園体操」の普及促進を行
い、要介護者の増加を抑制すると
ともに、「とじこもり予防」「見守り活
動」など、高齢者を支え合う地域
づくりにつなげます。
高津区子ども・子育て支援事業
（総合的な子ども支援事業）
区役所を地域の総合的な子ども
支援拠点として、取組の充実を図
ります。

公園を活用した地域コミュニティ活
性化事業
（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活性化推進事業）

現状

事業内容・目標
2011年度

2012年度

2013年度

2014年度以降

●モデル地区での活
性化事業の提案、実
施への支援とその検
証

●モデル事業の成果
を活用した活動活性化
支援
●町内会・自治会の課
題解決に向けた事業
の推進

事業推進

●普及促進のための
講演会等の実施、リー
フレット等の作成
●公園体操立ち上げ
のための研修会の実
施
●区民へのフォロー教
室の実施

●普及促進のための
講演会等の実施、リー
フレット等の作成
●研修会の実施

事業推進

●区民へのフォロー教
室の実施

●高津区子ども総合 ●親子スポーツ体験
支援基本方針に沿った 教室の実施
●親子あそび「あつま
事業実施
れキッズ」や支援講座
等の実施
●転入者子育て交流
会の実施
●こども相談窓口の充 ●こども相談窓口の充
実・強化
実

事業推進

●事業実施に向けた
検討

事業推進

●座談会の開催
●モデル事業の実施
（区民会議との連携）
●モデル事業の検証・
展開方法の検討

まちなかにある公園を地域コミュ
ニティを育む公共空間ととらえ、子
どもの遊び場や健康づくりなど、
公園を拠点とする活動から新たな
社会的ネットワークを形成します。
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〜参加と協働の取組〜
■ 区民会議
＜これまでの審議状況＞
2006 年に始まった高津区区民会議では、区の現状や地域特性等を踏まえ、第１期では、
「子ども・子育て
支援」
、
「放置自転車問題」
、
「安全・安心まちづくり」の３つの分野を優先的に取り組むべき課題として選定し、
２年次目に、
「環境まちづくり」を新たな審議課題に加えました。第 2 期では、
「環境まちづくり」のほか、
「地
域防災とコミュニティ」を新たな課題として選定し、調査審議を行いました。

＜区民会議の審議を踏まえた主な取組＞
●環境まちづくり
ゴーヤーなどのつる性植物による「緑のカーテン」普及のため、
「緑の
カーテン大作戦」を展開しました。また、身近な地球環境問題の実践的な
取組の拡大に向けて、環境への多様な取組をコンクール形式で顕彰する
「エコ・エネライフコンクール」を実施しました。
●地域防災とコミュニティ
課題解決策として提案されたさまざまなアイデアをもとに、具体化に向
けた検討を行い、区民と行政の協働により、
「自主防災組織に対するアン

緑のカーテン

ケート調査」や「自主防災組織備蓄品リストの作成」
、
「女性防災座談会」
などの取組を実施しました。
また、これからの取組に向けて、
「一人ひとりの防災意識の向上」
、
「各家庭における備えの充実」など５つ
の提言を行いました。

■ 市民提案による協働の取組
●高津区協働事業提案事業
高津区では、地域で抱えるさまざまな課題について、市民自ら企画し提案した事業を区と協働で実施するこ
とで解決をめざすことを目的に「高津区協働事業提案事業」を実施しています。

＜これまでの事業例＞
●「あったらいいな、こんな遊び場！公園調査プロジェクト」
（2009 年度）
既存の公園の利活用を進めるため、区内 131 か所の公園を「子ども
の遊びを育む場」としての視点から調査を実施しました。また公園活
用のモデル事業として、公園に遊びの素材（ダンボール、ロープなど）
を持ち込み、子どもの遊び場の環境を豊かにする「遊びの出前」を２
か所の公園で実施しました。
実施団体：かわさき遊び場ネット

遊びの出前
●使用済みてんぷら油を活用した資源循環プロジェクト（2008 年度）
家庭から出る廃食用油を区内各所に回収ポイントを設けて回収し、リサイクル石けんとして資源化し、台
所からの資源循環を推進しました。環境に関する学習会や講座なども開催しました。
実施団体：かわさきかえるプロジェクト
●もの忘れ地域ネットワーク事業（2007 年度）
若年認知症・軽度認知障害の方々やその家族のサポートを目的に実施しました。サロンやレクリエーショ
ン活動を展開するほか、講演会なども開催しました。
実施団体：ぐるーぷ麦
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■計画期間（2011〜2013 年度）の取組
事業名

基本政策Ⅰ

事業内容・目標

現状

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度以降

安全で快適に暮らすまちづくり

Ⅰ−１ 暮らしの安全を守る
高津区安全・安心まちづくり推進
事業（安全・安心まちづくり事業）
【区民会議課題】
地域の安全を地域自らの行動に
より守り、誰もが安心して暮らせる
まちづくりを推進します。
葬祭場管理運営事業
＜局事業＞
北部斎苑を衛生的かつ安定的に
運営し、市内の火葬需要に対応し
ます。

●防犯パトロール用品
貸与
●防犯キャンペーンの
実施
●新規防犯パトロール
隊設立支援

●防犯パトロール隊へ
の支援の拡充
●地域総ぐるみによる
防犯活動の推進

事業推進

●葬祭場の運営
●葬祭場の運営
●かわさき北部斎苑大 ●かわさき北部斎苑改 ●かわさき北部斎苑改
規模改修基本計画の 修設計
修工事
策定

事業推進

Ⅰ−２ 災害や危機に備える
地域防災力向上事業
（安全・安心まちづくり事業）
【
民会議課題】
区内における自主防災組織や避
難所運営会議の活性化を図ること
により、地域の防災力の向上をめ
ざします。

●防災出前講座の実
施

●防災出前講座の実
施

●避難所運営会議の
開催
●防災ネットワーク会
議の開催

●避難所運営会議の
開催
●防災ネットワーク会
議の開催

●地域における防災意 事業推進
識向上に向けた取組
の実施

Ⅰ−４ 快適な地域交通環境をつくる
●東急高架下の駐輪
場等設置協議・整備調
整
●撤去・啓発活動の推
進

●駐輪場の整備に向
けた鉄道事業者との連
携
●マナーアップ啓発活
動の実施
●放置自転車の撤去
活動の推進

事業推進

●重点整備地区（溝口
駅周辺地区）で定める
主要な経路の点字ブ
ロックの整備、歩道段
差解消等のバリアフ
リー化の推進

●重点整備地区(溝口
駅周辺地区)のバリア
フリー化の推進
・その他経路の点字ブ
ロック整備・歩道の段
差解消
●推進構想を策定した
地区のバリアフリー化
の推進

事業推進

●関係機関との協議
等を踏まえた取組の推
進
●津田山駅のエレ
●詳細設計
ベーター付跨線橋の
基本設計、概略設計

事業推進

駅へのアクセス性を向上し、鉄道
による地域分断の改善や利用者
の安全性・利便性の向上を図りま
す。

●駅アクセス向上方策
の検討
●関係機関との協議・
調整
●駅アクセス（津田山
駅）基礎調査

あんしん歩行エリア整備事業
＜局事業＞

●溝口駅周辺の整備
完了

●あんしん歩行エリア
（梶が谷駅周辺地区）
の交差点のカラー化等
の実施

高津区放置自転車対策事業
（安全・安心まちづくり事業）
【 民会議課題】
歩行者等の通行の妨げになる自
転車の放置をなくし、快適で美し
いまちづくりをめざします。

バリアフリー重点整備地区交通安
全施設整備事業＜局事業＞
主要駅を中心としたバリアフリー
重点整備地区の公共施設等への
経路において、バリアフリー対策を
推進します。

南武線駅アクセス向上等整備事
業＜局事業＞

交通管理者及び市民の参加によ
り整備計画が策定された８地区に
続き、新たなあんしん歩行エリアを
指定し、交通安全対策を実施しま
す。
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●整備着手

事業推進
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事業名

現状

放置自転車対策事業
＜局事業＞
放置自転車の解消に向けた駐輪
場整備や放置禁止区域の指定な
ど、放置自転車防止対策を推進し
ます。

●駐輪場の整備推進
主な取組箇所
①溝口駅南口周辺
●放置禁止区域の指
定の推進

事業内容・目標
2011年度

2012年度

2013年度

●総合的な放置自転 ●総合的な放置自転 ●総合的な放置自転
車対策への対応
車対策への対応
車対策への対応
①放置禁止区域の
①駅周辺の放置禁
指定の拡大に向けた
止区域の指定の拡
調整
大（二子新地駅）
②ソフト施策の推進
・整理誘導員による
誘導・啓発の実施
・放置自転車撤去の
徹底
③溝口駅南口広場
③溝口駅南口広場
③溝口駅南口広場
駐輪場整備着手
駐輪場完成
駐輪場の設計

2014年度以降
事業推進

基本政策Ⅱ 幸せな暮らしを共に支えるまちづくり
Ⅱ−１ 超高齢社会を見据えた安心のしくみを育てる
たかつ区健康福祉まつり
（地域福祉・健康づくり事業）

●たかつ区健康福祉
まつりの実施

●たかつ区健康福祉
まつりの実施

事業推進

●医療機関マップの周
知（公共機関への設置
や転入者への配布）
●ホームページへの
情報の掲載

●医療機関マップの周
知（公共機関への設置
や転入者への配布）
●ホームページへの
情報の掲載
●情報の更新

事業推進

子どもや高齢者、心身に障害のあ
る方などが、イベントを通じて多く
の区民と触れ合い、交流を深める
ことで、地域福祉について共に考
える機会とします。
高津区医療機関マップ発行事業
（地域福祉・健康づくり事業）
医療機関に関する情報を冊子に
まとめ、公共機関に設置するほ
か、転入時にも窓口配布し、安心
な暮らしをめざします。
地域福祉計画策定事業
＜局区連携事業＞
地域福祉の推進を図るため、計画
の周知や進捗状況の管理を行うと
ともに、３年ごとに計画を見直しま
す。

●「第３期高津区地域 ●「第３期高津区地域
福祉計画」の策定
福祉計画」に基づく取
組の推進

基本政策Ⅲ

●「第４期高津区地域
福祉計画」に基づく取
組の推進
●「第４期高津区地域
福祉計画」の策定

事業概要

事業名
高津公園体操推進事業
（地域福祉・健康づくり事業）

●情報の更新

計画期間の取組

「高津公園体操」の普及促進を行い、要介護者の増加を抑制するとともに、「とじこもり予防」「見 事業推進
守り活動」など、高齢者を支え合う地域づくりにつなげます。
⇒P.593

人を育て心を育むまちづくり

Ⅲ−１ 子育てを地域社会全体で支える
高津区子ども・子育て地域等連携
事業（総合的な子ども支援事業）
子育てしやすいまちづくりをめざし
て、地域の関係機関・団体が連携
し、区内の子ども・子育て支援の
ネットワークの推進を図ります。

高津区子ども・子育て情報発信事
業（総合的な子ども支援事業）
子育て情報ガイド「ホッとこそだて・
たかつ」や子育て情報紙「あったか
つうしん」を発行し、子育てに関す
る情報を提供します。

●子ども・子育てネット
ワーク会議の開催
●幼稚園・公私立認可
保育所・公立小学校と
の連携推進

●子ども・子育てネット
ワーク会議の開催
●幼稚園・公私立認可
保育所・公立小学校の
職員を対象にした講演
会や実務担当者によ
る授業参観・懇談会の
実施

事業推進

●子ども・子育て情報
「ホッとこそだて・たか
つ」の発信
●子育て情報紙「あっ
たかつうしん」の発行

●子ども・子育て情報
「ホッとこそだて・たか
つ」の発信
●子育て情報紙「あっ
たかつうしん」の発行

事業推進
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事業名

高津区こども・子育てフェスタ事業
（総合的な子ども支援事業）

現状

区

事業内容・目標
2011年度

2012年度

2013年度

2014年度以降

●こども・子育てフェス ●こども・子育てフェス
タの実施
タの実施

事業推進

●高津区子どもフェア
の開催

事業推進

各種子育てグループ等の活動紹
介展示・イベント等、地域の子育て
グループや行政機関等の子育て
情報提供を行うことにより、子ども
の育ちを地域で支えるネットワーク
づくりに取り組みます。
高津区子どもフェア
（地域資源活用事業）

●高津区子どもフェア
の開催

自然とのふれあいや非日常的な
経験を通じて、子どもたちが親子
関係や友人との新たな結びつきを
図ります。
認可保育所の整備
＜局事業＞
「第２期保育基本計画」に基づき、
認可保育所の整備を推進します。

●「第２期保育基本計 ●主な新規開所
梶が谷駅周辺（60
画」の策定
人）
●既存保育所の定員
変更
末長保育園（30人
増：10月実施）
●2010年度の主な整 ●次年度開所に向け
た認可保育所の整備
備（2011年度開所）
①民間事業者活用
①民間事業者活用
型整備
型整備
③市有地貸与型整
②公立保育所の民
備
営化による新築
久地３丁目地内
末長保育園
（120人）

●主な新規開所
公立保育所の民
営化による新築
（千年保育園（10
人増））、溝口２丁
目地内（120人）

●次年度開所に向け
た認可保育所の整備
①民間事業者活用
型整備
②公立保育所の民
営化による新築
千年保育園
（10人増）
③市有地貸与・民
有・国有地活用型
整備
溝口２丁目地内
（120人）

●次年度開所に向け
た認可保育所の整備
①民間事業者活用
型整備

事業概要

事業名
高津区子ども・子育て支援事業
（総合的な子ども支援事業）

●主な新規開所
久地３丁目地内
（120人）

事業推進

計画期間の取組

区役所を地域の総合的な子ども支援拠点として、取組の充実を図ります。

事業推進
⇒P.593

Ⅲ−２ 子どもが生きる力を身につける
学校教育施設の改築・大規模改
修事業＜局事業＞

●改築工事
①上作延小着手

●改築工事
①上作延小完成

●子母口小と東橘中
の教育環境整備の検
討
●校舎増築工事
①末長小着手

●子母口小と東橘中 ●実施設計
の合築整備基本・実施
設計
●校舎増築工事
①末長小完成

老朽化した校舎等を改築・改修
し、多様化する教育内容や教育方
法に対応できる学校施設として整
備します。
児童生徒増加対策事業
＜局事業＞
児童生徒の増加に的確に対応し
た教育環境整備を実施します。

●整備着手

●完了（2014年度）

基本政策Ⅳ 環境を守り自然と調和したまちづくり
Ⅳ−１ 環境に配慮し循環型のしくみをつくる
協働による地球環境配慮の推進
＜局事業＞
協働による地球環境配慮を推進
するためのネットワークづくりを進
めます。

●川崎市地球温暖化 ●川崎市地球温暖化
防止活動推進センター 防止活動推進センター
の指定
を核とした協働の取組
の推進
●CCかわさき交流
●CCかわさき交流
コーナーの開設
コーナーでの普及啓発
活動の実施
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事業名

事業内容・目標

現状

2011年度

2012年度

2013年度

事業概要

事業名
「エコシティたかつ」推進事業
（環境まちづくり事業）
＜局区連携事業＞
【区民会議課題】

2014年度以降
計画期間の取組

総合的な環境問題への取組を、地域レベルにおいて多様な主体との連携により推進し、持続可 事業推進
能な地域社会（エコシティ）の形成をめざします。
⇒P.590

Ⅳ−３ 緑豊かな環境をつくりだす
花と緑のたかつ推進事業
（環境まちづくり事業）

●市民協働による花
壇の運営・管理

区民に安らぎとうるおいを提供す
るため、区内各所に設置したコン
テナと花壇の運営・管理を区民と
協働で実施します。
緑ヶ丘霊園整備事業
＜局事業＞
墓所を市民に供給するとともに、
憩いの場、安らぎの場として快適
な環境の創造を図ります。

基本政策Ⅴ

事業推進

●協働による花壇の
維持管理
●区の花「すいせん」
を活用したプロジェクト
の実施

●園内施設整備
●第２霊堂及び霊堂
●計画的な用地取得 周辺広場の整備・完成
●第２霊堂整備に向け
た事前調査
●無縁合葬墓整備基
本計画の策定

●第２霊堂開設
●園内トイレの改修工
事
●無縁合葬墓整備の ●無縁合葬墓整備
ための地質調査、基本
設計、実施設計

事業推進

活力にあふれ躍動するまちづくり

Ⅴ−５ 都市の拠点機能を整備する
溝口駅南口広場整備事業
＜局事業＞
溝口駅の交通結節機能の強化や
利便性向上などを図るため、南口
広場の整備を推進します。

●用地取得
●駐輪場の詳細設計
●ペデストリアンデッキ ●南口広場の詳細設
の完成
計

●駐輪場の整備着手
●南口広場整備に向
けた関係機関との協
議、調整

●駐輪場の完成
●南口広場の整備着
手

事業推進

●都市計画道路整備
の推進

●都市計画道路整備
の推進

事業推進

Ⅴ−６ 基幹的な交通体系を構築する
街路整備事業
＜局事業＞
都市活動を支える都市基盤として
の都市計画道路の整備を推進し
ます。

基本政策Ⅵ

●都市計画道路整備
の推進

●都市計画道路整備
の推進

・丸子中山茅ヶ崎線
（蟻山坂）
・野川柿生線（久本）
・宮内新横浜線（子母
口）

・丸子中山茅ヶ崎線
（蟻山坂）
・野川柿生線（久本）
・宮内新横浜線（子母
口）

・溝ノ口線着手
・宮内新横浜線（子母
口）完成

個性と魅力が輝くまちづくり

Ⅵ−１ 川崎の魅力を育て発信する
高津区音楽のまち推進事業
（地域資源活用事業）

●各種コンサート等の ●各種コンサート等の
音楽イベントの実施
音楽イベントの実施

事業推進

●かすみ堤保全・活用 ●かすみ堤保全・活用
に向けた検討
に向けた取組の検討

事業推進

地域の音楽文化の振興を図るた
め、地域主体のコンサート等を実
施します。
かすみ堤保全活用事業
（地域資源活用事業）
＜局区連携事業＞
高津区久地の通称「かすみ堤」
を、二ヶ領用水から多摩川にいた
る歴史的・文化的資源との連携を
図る水と緑のネットワーク軸とし
て、保全・活用をめざします。
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高 津
事業名

区

事業内容・目標

現状

2011年度

2012年度

2013年度

事業概要

事業名

2014年度以降
計画期間の取組

「たちばな農のあるまちづくり」推
進事業（地域資源活用事業）
＜局区連携事業＞

橘地区の多様な地域資源を活用した事業を区民が主体となって行うことにより、特色あるまちづ 事業推進
くりを推進します。
⇒P.592

大山街道周辺整備活性化事業
（地域資源活用事業）
＜局区連携事業＞

大山街道及びその周辺の地域資源を活かし、魅力的な空間創造と地域活性化をめざすととも
に、歴史的・文化的資源の保全・活用を図ります。

地域資源ネットワーク事業
〜高津の魅力をサインでつなぐ〜
（地域資源活用事業）
＜局区連携事業＞
高津区ふるさとアーカイブ事業
（地域資源活用事業）
＜局区連携事業＞

大山街道や二ヶ領用水久地円筒分水、たちばな古代の丘緑地など区内の歴史・文化・自然など 事業推進
の地域資源のネットワーク形成を図り、回遊性のある魅力的なまちづくりを進めます。
⇒P.591

事業推進
⇒P.591

高津のまちに関する資料（写真・刊行物・古文書等）を社会資産として活用を図り、ふるさと意識 事業推進
や地域アイデンティティの醸成、地域ブランディングを進めます。
⇒P.591

Ⅵ−２ 文化・芸術を振興し地域間交流を進める
橘樹郡衙推定地保存整備・活用
事業＜局事業＞
川崎市の歴史的原点として重要な
遺跡である橘樹郡衙推定地の調
査・整備・活用を行います。

●史跡めぐりなどの活
用事業の実施
●市民協働による環
境整備・維持管理

●史跡めぐりなどの活
用事業の充実
●市民協働による環
境整備・維持管理

事業推進

Ⅵ−３ 多摩川などの水辺空間を活かす
多摩川プラン推進事業
＜局事業＞
市民団体等と連携しながら、多摩
川における豊かな河川空間の創
出をめざす「多摩川プラン」の推進
に取り組みます。

●多摩川プラン推進会
議の運営
●二子橋地区周辺エリ
アの再整備

●多摩川プラン推進会
議の運営
●マラソンコースの計
画的な改修工事実施
●バーベキュー利用 ●バーベキュー利用
環境の整備実施（簡易 環境の整備完了
水洗トイレの設置など）
●バーベキュー広場
（有料）の開設及び運
営

事業推進

●指定管理者制度を
導入したバーベキュー
広場の運営

基本政策Ⅶ 参加と協働による市民自治のまちづくり
Ⅶ−１ 自治と協働のしくみをつくる
事業概要

事業名

計画期間の取組

地域コミュニティ施策推進事業
（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活性化推進事業）

町内会・自治会活動における担い手の育成など活動活性化に向けた支援を行い、加入率の低
下や活動参加者の伸び悩みなど、町内会・自治会が抱える課題の解決をめざします。

事業推進
⇒P.593

公園を活用した地域コミュニティ活
性化事業
（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活性化推進事業）

まちなかにある公園を地域コミュニティを育む公共空間ととらえ、子どもの遊び場や健康づくりな 事業推進
ど、公園を拠点とする活動から新たな社会的ネットワークを形成します。
⇒P.593

Ⅶ−２ 市民と協働して地域課題を解決する
高津区まちづくり推進事業
（地域資源活用事業）
まちづくり活動に関わる人々に対
し、活動に必要な知識等の勉強
会、活動場所の提供、活動に必要
となる情報の発信等を行うことで、
区内の市民活動・まちづくり活動
の活性化を図ります。

●市民活動の場の提
供
●活動情報の収集と
提供
●まちづくりに関わる
人材発掘・育成と活動
体験機会の創出
●活動団体の交流・連
携のための事業の実
施

●市民活動の場の提
供
●活動情報の収集と
提供
●まちづくりに関わる
人材発掘・育成と活動
体験機会の創出
●活動団体の交流・連
携のための事業の実
施
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事業推進

高 津

区

事業名

高津区役所サービス向上事業
（区役所サービス向上事業）
「高津区役所サービス向上指針」
に基づき、区役所全体に関わる改
善を統括的に実施し、区役所サー
ビスの向上を図ります。
高津区区民会議運営事業
地域社会の課題を区民の参加と
協働により解決するため、その調
査審議の場として、区民会議を運
営します。
高津区地域課題対応事業外部評
価事業（地域資源活用事業）
高津区協働推進事業の執行にあ
たり、外部の視点を加えた評価を
行うことにより、より区民ニーズを
反映した、地域の課題解決につな
がる事業の執行を図ります。
区役所サービス向上事業
＜局区連携事業＞
PDCAサイクルに基づく窓口サー
ビス向上の取組を推進し、一層の
区役所サービスの改善を図りま
す。

区役所窓口サービス機能の再編
＜局区連携事業＞
区役所・支所・出張所等の窓口
サービス機能の見直しを行い、効
率的で利便性の高いサービスの
提供を行います。

区役所快適化リフォーム事業
＜局区連携事業＞
区役所・支所・出張所のリフォーム
により、利用者にとって便利で快
適な環境整備を行います。

現状

事業内容・目標
2011年度

●指針に沿った事業実
施
●サービススパイラル
アップ大作戦の評価・
拡充

●年度ごとに策定した
「区役所サービス向上
計画」にもとづいた事
業実施

●第３期区民会議の
運営

●第３期区民会議の
運営
●報告書の提出

2012年度

2014年度以降
事務事業

●第４期区民会議の
運営
●委員の改選

●高津区地域課題対 ●高津区地域課題対
応事業を対象とした外 応事業を対象とした外
部評価の実施
部評価の実施

●区役所サービス向 ●区役所サービス向
上指針に基づくサービ 上指針の改定
スの向上の取組推進
●「フロア案内」による
窓口案内の実施

2013年度

事業推進
●報告書の提出

事業推進

●区役所サービス向
上指針に基づく窓口
サービス提供
●「フロア案内」による
窓口案内の実施及び
効果の検証

事業推進

●ワンストップサービ
ス拡充に向けた検討
●「区役所と支所・出
張所等の窓口サービ
ス機能再編実施方針」
の策定、これに基づく
取組の推進

●「区役所と支所・出
張所等の窓口サービ
ス機能再編実施方針」
に基づく取組の推進
●出張所届出窓口の
区役所集約
●出張所の市民活動
コーナーの整備

●区役所快適化リ
フォーム計画の策定及
び基本・実施設計の実
施

●区役所快適化リ
フォーム事業の実施
●橘出張所へのエレ
ベーター設置

事業推進

●区役所快適化リ
フォーム事業の完了

政策の執行を支えるその他の事務事業
高津区協働事業提案事業
（地域課題対応その他事業）
市民団体等から地域課題の解決
につながる事業提案を募集し、区
と協働で実施します。

●協働事業提案事業 ●提案型協働事業の
の推進
実施
●継続が望ましい提案
事業を区の事業として
協働で展開実施
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事業推進
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末長小増築工事完了(2011年度)

(梶が谷駅周辺 定員60人(2011年度))

溝口駅南口広場整備着手(2013年度)
溝口駅南口広場駐輪場完成(2013年度)

(梶が谷駅周辺地区)

上作延小改築工事完了(2011年度)

(津田山駅エレベーター付跨線橋の整備着手(2013年度))

南武線駅アクセス向上等整備事業

（かわさき北部斎苑改修工事着手(2012年度))

(久地３丁目地内 定員120人(2012年度))
地域子育て支援センター併設

(溝口2丁目地内 定員120人（2013年度))

合築整備着手

末長保育園の民営化による新築 定員30人増

千年保育園の民営化による新築 定員10人増(2013年度))

かわさき交流コーナーでの普及啓発活動の実施)

バーベキュー広場(有料)の開設及び運営)

街路整備事業

(溝ノ口線着手(2013年度))
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