
高津区 

高津区

地域の課題解決に向けた取組

 地域資源を活かした魅力あるまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○大山街道周辺整
備活性化事業 

●大山街道アクションフ
ォーラムによるイベント
の実施や情報発信への支
援 

●大山街道ふるさと館等
と連携した事業推進体制
の構築 

●「二子の渡し」等大山
街道沿道の他地域と連携
した取組の実施 

●大山街道アクションフ
ォーラムによるイベント
の実施や情報発信への支
援 

●大山街道ふるさと館等
と連携した事業推進体制
の構築 

●「二子の渡し」等大山
街道沿道の他地域と連携
した取組の実施（伊勢原
市、宮前区、世田谷区）

事業推進 

○「たちばな農のあ
るまちづくり」推進
事業 

●「高津 さんの市」等食
と農の地域資源を発見・
発信する活動の推進 

●「マイベジタブル」等
地産地消と食育を結び、
次世代に伝える活動の実
施 

●農業者とのネットワー
クの構築の推進 

●「高津 さんの市」等食
と農の地域資源を発見・
発信する活動の推進 

●「マイベジタブル」等
地産地消と食育を結び、
次世代に伝える活動の実
施 

●農業者とのネットワー
クの構築の推進 

事業推進 

○高津区地域資源
ネットワーク事業 

●「高津のさんぽみち」
の新規ルート策定、マッ
プ作成及び道しるべの設
置（H26 新規ルート数 1
ルート） 
●既存公共サイン（H26
1 か所）の改善 
●広告収入を活用した公
共サインの維持管理手法
の検討 

●溝口駅南口広場サイン
のデザイン案作成 

●「高津のさんぽみち」
の新規ルート策定、マッ
プ作成及び道しるべの設
置（新規ルート数 1 ルー
ト） 
●既存公共サイン（4 か
所）の改善 
●広告収入を活用した公
共サインの維持管理に向
けた取組の推進 

●既存公共サイン（2 か
所）の改善 
●広告収入を活用した公
共サインの維持管理 

事業推進 

○高津区ふるさと
アーカイブ事業 

●地域資料・こぼれ話の
収集 
（H27 資料数：全約 2,800
件） 

●デジタルアーカイブの
維持管理 

●ホームページによるア
ーカイブの公開 

●アーカイブを活用した
まち歩きワークショップ
イベント等の実施 

●地域資料・こぼれ話の
収集 
（資料数：全 2,900 件以
上） 
●デジタルアーカイブの
維持管理 

●ホームページによるア
ーカイブの公開 

●アーカイブを活用した
まち歩きワークショップ
イベント等の実施 

●地域資料・こぼれ話の
収集 
（資料数：全 3,000 件以
上） 

事業推進 

大山街道及びその周
辺に残された歴史的・
文化的資源を保全・活
用し、魅力的な空間の
創造と地域の活性化
を図ります。 

橘地区の農的資源を
活用した取組を区民
主体で行うことにより、
地域の活性化やふる
さと意識の醸成を図り
ます。 

区内の歴史・文化・自
然などの地域資源の
ネットワーク化を図り、
回遊性のある魅力的
なまちづくりを推進しま
す。 

地域資料の収集・保
存・整理・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
を図ります。 



高津区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

高津区音楽のまち
推進事業 

●花コンサートの実施 

●高津区民音楽祭の開催

●子どもの音楽体験事業
の実施 

●サロンＤＥコンサー
ト・ホールＤＥコンサー
トの実施 

●たかつウィンターコン
サートの実施 

●プラザ橘みんなで楽し
む音楽事業の実施

●花コンサートの実施 

●高津区民音楽祭の開催

●子どもの音楽体験事業
の実施 

●サロンＤＥコンサー
ト・ホールＤＥコンサー
トの実施 

●たかつウィンターコン
サートの実施 

●プラザ橘みんなで楽し
む音楽事業の実施 

事業推進 

高津区子どもフェ
ア事業 

●高津区子どもフェアの
実施 

●高津区子どもフェアの
実施 

事業推進 

高津区総合ガイド
マップ作成事業 

●高津区総合ガイドマッ
プの改訂・配布（H26 作
成部数 25,000 部）

●高津区総合ガイドマッ
プの改訂・配布（作成部
数 25,000 部） 

事業推進 

高津区区政情報発
信事業 

●ホームページコンテン
ツの維持更新 

●デジタルサイネージを
活用した区政情報の発信

●ホームページコンテン
ツの維持更新 

●デジタルサイネージを
活用した区政情報の発信

事業推進 

二ヶ領用水久地円
筒分水修景施設管
理運営事業 

●ボランティアとの協働
による美化活動（H26 15
回）の実施 

●桜の維持等の専門的な
維持管理

●ボランティアとの協働
による美化活動（16 回）
の実施

●桜の維持等の専門的な
維持管理

●美化活動体験イベント
の実施

事業推進 

高津区文化振興事
業 

●高津のさんぽみちガイ
ド養成講座の実施

●高津のさんぽみちガイ
ド養成講座の実施

●高津のさんぽみちガイ
ドツアーの実施 

事業推進 

高津区の区政情報を
広く区民に周知するた
め、多様な媒体を活用
して効果的な情報発
信を行います。 

国登録有形文化財で
ある久地円筒分水を
区の観光資源、区民
憩いの場として区民と
協働で維持管理しま
す。 

区内の音楽資源を活
用し、区民や地域と協
働して音楽イベントを
行い、個性と魅力があ
ふれ、愛着が持てるま
ちづくりを推進します。

子ども達が自然とふれ
あいながら遊べる場を
提供し、非日常的な経
験を通じて、家族や友
人との新たな結びつき
の醸成を図ります。 

日常生活に役立つ区
の基礎情報を区民に
広く提供することによ
り、生活利便性の向上
を図ります。 

さんぽみちガイドなど
を活用して、区内の歴
史的・文化的資源を中
心に、地域の魅力を再
発見する機会を提供
し、ふるさと意識の醸
成を図ります。 



高津区 

 多様な主体との連携による地域コミュニティ活性化の推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域コミュニテ
ィ施策推進事業 

●町内会・自治会と町内
会・自治会未加入者との
交流の促進 

●幅広く区民が参加でき
る交流イベントの実施 

●町内会・自治会の活動
紹介パンフレットの作
成・配布 

●町内会・自治会の活動
紹介パンフレットの配布

事業推進 

○高津区まちづく
り推進事業 

●区役所などに設置する
市民活動支援ルーム（4
か所）の運営 

●情報紙やホームページ
等による市民活動情報の
提供 

●まちづくりに係る人材
発掘・育成と活動体験機
会の創出 

●活動団体の交流・連携
のためのイベントの実施

●区役所などに設置する
市民活動支援ルーム（4
か所）の運営 

●情報紙やホームページ
等による市民活動情報の
提供 

●まちづくりに係る人材
発掘・育成と活動体験機
会の創出 

●活動団体の交流・連携
のためのイベントの実施

事業推進 

○高津区多文化共
生推進事業 

●外国人市民とともに学
ぶ多文化防災訓練の実施

●地域めぐりの実施 

●料理・文化講習の開催

●子育て交流広場（H26
3 回）の開催 
●多文化共生啓発講演会
の開催 

●外国人市民とともに学
ぶ多文化防災訓練の実施

●地域めぐりの実施 

●料理・文化講習の開催

●子育て交流広場（10
回）の開催 

●多文化共生啓発講演会
の開催 

事業推進 

○ものづくりのま
ち推進事業 

●ものづくりフェアの実
施 

●オープンファクトリー
の実施 

●住民アンケートの実施

●ものづくりイベント（4
回）を活用した工場と住
民の交流促進 

●ものづくり企業調査の
実施 

●ものづくり企業マップ
の作成・配布 

事業推進 

高津区地域連携ス
ポーツ事業 

●たかつ de 雪遊び 親
子そり体験の実施（H27
実施回数・参加者数 6
回・親子 178 組） 

●たかつ de 森遊び 親
子デイキャンプ体験の実
施（H27 参加者数 親子
14 組） 

●たかつ de 笑顔 ファ
ミリースポーツ縁日の実
施（H27 参加者数 1,000
人） 

●たかつ de 雪遊び 親
子そり体験の実施（実施
回数・参加者数 6 回・
親子 180 組） 

●たかつ de 森遊び 親
子デイキャンプ体験の実
施（参加者数 親子 20
組） 

●たかつ de 笑顔 ファ
ミリースポーツ縁日の実
施（参加者数 1,000 人
以上） 

事業推進 

親子運動会開催事
業 

●高津地区親子運動会の
開 催 （ H27 参 加 者 数
4,000 人） 

●橘地区親子運動会の開
催（H27 参加者数 3,000
人）

●高津地区親子運動会の
開催（参加者数 4,000
人） 

●橘地区親子運動会の開
催（参加者数 3,000 人）

事業推進 

幅広い住民を対象とし
たイベント等を通じて、
町内会・自治会の活
性化を図ります。 

まちづくり活動に関わ
る団体に対し、活動に
必要な知識や活動場
所、情報を提供するこ
とにより、市民活動・ま
ちづくり活動の一層の
推進を図ります。 

外国人市民と多様な
体験活動を共有する
ことで相互理解を図
り、支え合いながら共
に暮らす地域づくりを
推進します。 

工場と住民の交流を
促し、住工共生のまち
づくりを推進するととも
に、ものづくり企業の
魅力発信を行います。

明るく住みよいまちづ
くりを目指し、運動会を
通じて青少年の健全
育成、親子のふれあ
いと健康増進、近隣相
互の親睦を図ります。 

地域で活躍するスポ
ーツ関係団体の連携
によるイベントを通じ
て、地域におけるスポ
ーツ参加機会の充実
を図ります。 



高津区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

橘ふるさと祭り子
どもイベント開催
事業 

●橘ふるさと祭りにおけ
る子どもイベントの実施

●橘ふるさと祭りにおけ
る子どもイベントの実施

事業推進 

区民祭開催経費 ●区民により構成される
高津区民祭実行委員会へ
の後援名義及び補助金の
支出 

●区民により構成される
高津区民祭実行委員会へ
の後援名義及び補助金の
支出 

事業推進 

局と連携した取組 取組内容 

住工共生のまちづく

りに向けた取組の推

進 

「高津ものまちづくり会」との協働により、工場と住民との交流を促進することにより、住工共生
のまちづくりを推進し、地域コミュニティの活性化を図るとともに、区内ものづくり資源の魅力を
地域内外に発信します。 

内陸部操業環境保全対

策事業 

（経済労働局） 

内陸部工業用系用途地域において進む住宅化により住工混在の
課題が顕在化しています。そのため、地域住民にものづくりへの
理解を深め、工業者と住民の相互理解を図ることにより、中小製
造業の操業環境の保全を推進します。 

 総合的な子ども・子育て支援の推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○子育て支援事業 ●親子の絆づくりプログ
ラム「赤ちゃんがきた！」
の実施 
●子育て支援講座の実施
●プレパパ・プレママ講
座の実施 

●親子の絆づくりプログ
ラム「赤ちゃんがきた！」
の実施 
●子育て支援講座の実施
●プレパパ・プレママ講
座の実施 

事業推進 

○子育て情報発信
事業 

●情報紙「あったかつう
しん」（H26 6 回）の発
行 
●冊子「ホッとこそだ
て・たかつ」の作成・配
布 
●ソーシャルネットワー
キングサービスを活用し
た子育て情報の提供 

●情報紙「あったかつう
しん」（6回）の発行 

●冊子「ホッとこそだ
て・たかつ」の作成・配
布 
●ソーシャルネットワー
キングサービスを活用し
た子育て情報の提供 

事業推進 

○子育てネットワ
ーク推進事業 

●子ども・子育てネット
ワーク会議の開催 

●幼稚園・保育所・小学
校の連携の促進 

●転入者子育て交流会
（H26 6 回）の開催 
●子育て支援者スキルア
ップ講座の開催 

●子ども・子育てネット
ワーク会議の開催 

●幼稚園・保育所・小学
校の連携の促進 

●転入者子育て交流会（6
回）の開催 
●子育て支援者スキルア
ップ講座の開催 

事業推進 

各種子育て講座を通
じて、子育て当事者の
育児力の向上を図り
ます。

子育て中の親の立場
に立った、より身近な
子育て情報を区民協
働で発信します。 

地域の関係機関がネ
ットワークを構築し連
携することにより、子
育てしやすいまちづく
りを推進します。 

子どもを中心とした地
域交流の活性化と、橘
地区の魅力と地域特
性を知る機会の提供
を図ります。 

地域コミュニティの活
性化を図るため、地域
に密着した事業である
高津区民祭の開催を
支援します。 



高津区 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○子育てグループ
等活動促進事業 

●子育てグループ交流会
の実施 

●子育てグループ等への
遊具貸出の実施 
（H26 利用回数：31 回）

●子育てグループ交流会
の実施 

●子育てグループ等への
遊具貸出の実施 
（利用回数：35 回以上）

●子育てグループ等への
遊具貸出の実施 
（利用回数：40 回以上）

事業推進 

○保育所等地域子
育て支援事業 

●昼食付体験保育「あそ
んでランチ」の実施 

●地域連携体験保育「あ
つまれキッズ」（H26 36
回）の実施 
●園庭開放「あそびの広
場」の実施 

●公民保育所等の人材交
流・育成 

●昼食付体験保育「あそ
んでランチ」の実施 

●地域連携体験保育「あ
つまれキッズ」（36 回）
の実施 
●園庭開放「あそびの広
場」の実施 

●公民保育所等の人材交
流・育成 

事業推進 

○こども未来事業 ●事業実施に向けた検討 ●ものづくり資源等を活
用したこども未来体験事
業の実施 

●多様性のまちづくりを
目指したピープルデザイ
ン連携事業の実施 

●木製玩具等を活用した
木育推進事業の実施 

事業推進 

高津区子ども･子育
てフェスタ事業 

●子ども・子育てフェス
タ（H26 参加者数 2,300
人）の実施 

●子ども・子育てフェス
タ（参加者数 2,300 人
以上）の実施 

事業推進 

高津区待機児童対
策推進事業 

●高津区内保育園案内映
像の制作と川崎チャンネ
ル（YouTube）への公開
（H26 新規作成数 14
園） 

●高津区子育て施設マッ
プの作成と配布（H27 作
成部数 2,000 部）

●高津区内保育園案内映
像の追加制作と川崎チャ
ンネル（YouTube）への公
開（新規作成数 16 園）

●高津区子育て施設マッ
プ（改訂版）の作成と配
布（作成部数 2,000 部）

●高津区内保育園案内映
像の追加制作と川崎チャ
ンネル（YouTube）への公
開（新規作成数 8園）

事業推進 

地域で子育てを支えて
いる子育てグループ
等の活動支援を行い、
地域の子育て力の向
上を図ります。 

公立保育所における
子育て支援の強化や
民間保育所等との連
携を推進します。 

地域資源を活用し、子
どもたちが夢と希望を
持って成長できるよう
支援します。 

子育て支援機関、団
体等と協働し、子育て
中の保護者へ関連す
る情報や保護者と子
どもが楽しく過ごす場
を提供します。 

区内保育園の利用を
検討する市民への情
報提供の充実を図り
ます。 



高津区 

 すこやか・支え合いのまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○高津区地域包括
支援ネットワーク
推進事業 

●シンポジウム等を通じ
た医療と介護の連携の促
進 

●交流会・学習会等を通
じた高津区高齢者見守り
ネットワークの充実 

●市民・関係団体向けサ
ポーター養成講座等によ
る認知症の正しい知識の
普及啓発（H26 5 回） 

●地域の見守り体制の構
築・活動支援 

●シンポジウム等を通じ
た医療と介護の連携の促
進 

●交流会・学習会等を通
じた高津区高齢者見守り
ネットワークの充実 

●市民・関係団体向けサ
ポーター養成講座等によ
る認知症の正しい知識の
普及啓発（7回） 

●地域の見守り体制の構
築・活動支援 

●高齢者見守り活動事例
集の作成・活用 

●市民・関係団体向けサ
ポーター養成講座等によ
る認知症の正しい知識の
普及啓発（8回） 

●高齢者見守り活動事例
集の活用 

事業推進 

○健やか地域推進
事業 

●公園体操の普及促進の
ための講演会の実施、リ
ーフレットの作成 
●公園体操の新規立上
げ・継続支援のための研
修会等の実施 

●公園体操等の普及促進
のための講演会の実施、
リーフレットの作成 
●公園体操の新規立上
げ・継続支援のための研
修会等の実施 

●健康づくり体操グルー
プの交流の促進 

事業推進 

○高津区こころの
バリアフリー推進
事業 

●障害者と地域が交流す
るための事業実施手法の
検討 
●区民会議との連携によ
り、福祉施設の活動紹介
や作品の展示などのモデ
ル事業の実施 

●障害者施設の紹介イベ
ントの実施（12 回）

●障害者の地域イベント
への参加促進 

●地域交流の促進に向け
た啓発・シンポジウムの
開催 

事業推進 

たかつ区健康福祉
まつり事業 

●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 

区民や協力事業者、
関係機関が連携して、
高齢者の見守り・支援
体制の構築を推進し
ます。 

「高津公園体操」の普
及促進や健康づくり活
動団体の交流を図り、
「介護予防・健康寿命
の延伸」や「閉じこもり
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。 

障害者と地域が交流
する機会を設け、ここ
ろのバリアフリーを推
進します。 

高齢者や子ども、障害
者及び多くの区民が
交流を深め、健康や
福祉について考える
機会を提供します。 



高津区 

 安全・安心なまちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○高津区防災まち
づくり推進事業 

●区災害対策本部の体制
強化 

●自主防災組織・避難所
運営会議への運営支援の
推進 

●避難所の機能強化に向
けた資器材等の配備 

●区民の防災意識向上の
ための啓発事業の実施 

●区災害対策本部の体制
強化 

●風水害も想定した自主
防災組織・避難所運営会
議への運営支援の推進 

●避難所の機能強化に向
けた資器材等の配備 

●区民の防災意識向上の
ための啓発事業の実施 

●土砂災害等の発生に備
えた取組の強化 

●「溝口駅周辺エリア防
災計画策定」に向けた基
礎調査の実施 

●「溝口駅周辺エリア防
災計画」の策定 

事業推進 

○交通安全の普及
啓発事業 

●幼稚園・保育園、小学
校及び高齢者対象の交通
安全啓発活動の実施 

●中学生・高校生対象の
交通安全教室（スケアー
ドストレート）（H27 3
回）の開催 
●まちかど交通安全アピ
ール活動・早朝街頭指導
（H26 20 回）の実施 

●幼稚園・保育園、小学
校及び高齢者対象の交通
安全啓発活動の実施 

●中学生・高校生対象の
交通安全教室（スケアー
ドストレート）（4回）の
開催 
●まちかど交通安全アピ
ール活動・早朝街頭指導
（20 回）の実施 

事業推進 

○高津区放置自転
車対策事業 

●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 
（H26 撤去回数：788 回）

●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 
（撤去回数：950回以上）

事業推進 

高津安全･安心まち
づくり支援事業 

●パトロール用品の貸与
など高津防犯パトロール
隊への活動支援 

●活動報告会の開催 

●合同防犯パトロールの
実施

●パトロール用品の貸与
など高津防犯パトロール
隊への活動支援 

●活動報告会の開催 

●合同防犯パトロールの
実施

事業推進 

ネズミ駆除相談対
応事業 

●ネズミ被害への相談対
応（駆除相談、駆除器具
の貸出、駆除業者の紹介）

●事業実施手法の検討 

●ネズミ被害への相談対
応（駆除相談、駆除器具
の貸出、駆除業者の紹介）

●駆除対策等に関する講
習会の開催 

●啓発資料の作成 

事業推進 

地域防災計画や地震
防災戦略の推進等、
区の災害対応力の向
上を図ります。 

きめ細やかな啓発活
動を通じて、区民の交
通安全に対する意識
を高め、事故のない安
全なまちづくりを進め
ます。 

通行の妨げとなる放
置自転車の解消に向
けて啓発活動等を行
い、通行環境の改善
を図ります。 

高津防犯パトロール隊
による、防犯活動支援
のため、パトロール用
品の貸与等を行い、安
全・安心まちづくりの
推進を図ります。 

ネズミの被害に困って
いる区民等を対象とし
て講習会を開催し、区
民の自己解決能力の
向上を図ります。 



高津区 

 区民との協働で進める環境まちづくりの推進 

事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○「エコシティたか
つ」推進事業 

●区内小学校等のビオト
ープを活用した「学校流
域プロジェクト」（H26
14 校）の実施 
●緑ヶ丘霊園における
「たかつ自然の賑わいづ
くり事業」の実施 

●エコシティツアーパン
フレット・流域３Ｄマッ
プの作成 

●区内小学校等のビオト
ープを活用した「学校流
域プロジェクト」（16校）
の実施 
●緑ヶ丘霊園における
「たかつ自然の賑わいづ
くり事業」の実施 

●エコシティツアーの実
施 

事業推進 

○高津区環境まち
づくり普及啓発事
業 

●各種普及啓発活動の実
施 

●区役所庁舎のエコシテ
ィホール化の推進 

●区民が家庭等で取り組
める適応策・生物多様性
保全に関する講習会等の
実施 

●区役所庁舎のエコシテ
ィホール化の推進 

事業推進 

○花と緑のたかつ
推進事業 

●区民ミニ・ガーデン（花
壇・コンテナ）等の維持
管理（H26 10 か所） 

●溝口駅キラリデッキ円
筒広場ガーデンの維持管
理 

●区民ミニ・ガーデン（花
壇・コンテナ）の維持管
理（10 か所） 

●溝口駅キラリデッキ円
筒広場ガーデンの維持管
理 

事業推進 

水と緑のネットワ
ークづくり推進事
業 

●かすみ堤の無償借地に
向けた検討・調整

●かすみ堤の無償借地に
向けた検討・調整

事業推進 

高津区民祭周辺環
境対策事業 

●高津区民祭におけるご
み分別の啓発及び集積所
における安全管理等の実
施

●高津区民祭におけるご
み分別の啓発及び集積所
における安全管理等の実
施 

事業推進 

局と連携した取組 取組内容 

地球温暖化対策（緩和

策・適応策）及び生物

多様性保全に関する

取組の推進 

より多くの区民に地球温暖化対策や生物多様性保全の必要性を感じてもらうため、高津区をフィー
ルドとして、区民・関係団体・学校・企業との協働による環境問題への実践的な取組による普及啓
発を行います。 

地球温暖化対策事業 

（環境局） 

市民・事業者などの多様な主体の協働により、温室効果ガス削減の
取組（緩和策）とともに、温暖化に起因する異常気象等の気候変動
への適応策を推進します。

生物多様性推進事業 

（環境局） 

「生物多様性かわさき戦略」に基づき、地域に息づく生き物の生
育環境の保全、普及啓発などの取組を進めます。 

区内各所に設置した
花壇・コンテナ等の維
持管理を区民と協働
で実施し、安らぎとうる
おいのあるまちづくり
を推進します。 

地球温暖化等に対す
る取組を、地域レベル
において多様な主体と
の連携により推進し、
持続可能な社会（エコ
シティ）の形成をめざし
ます。 

環境問題への対応に
関して、区民が関心を
持ちやすいテーマを取
り上げながら普及啓発
を行い、区民の環境意
識の向上を図ります。 

かすみ堤を始めとする
水と緑の地域資源に
よるネットワークの形
成をめざします。 

市内最大級である区
民祭を環境啓発の場
として捉え、参加者、
主催関係諸団体、事
業者の環境意識の向
上を図ります。 



高津区 

 区役所サービス向上事業 

事業名 

現状 事業内容・目標

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

高津区役所サービ
ス向上事業

●職員の接遇能力向上の
ための研修の実施 

●来庁者の視点に立った
庁舎環境の整備 

●来庁者アンケート「た
かつ一言ポスト」の実施

●職員の接遇能力向上の
ための研修の実施 

●来庁者の視点に立った
庁舎環境の整備 

●来庁者アンケート「た
かつ一言ポスト」の実施

事業推進 

 地域課題対応その他事業 

事業名

現状 事業内容・目標

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

高津区市民提案型

協働事業

●平成 26 年度実施事業
の評価（H27） 

●平成 28 年度実施事業
の募集・選定（H27） 

●高齢者の居場所づくり
事業の実施（H27） 

●平成 27 年度実施事業
の評価 

●平成 29 年度実施事業
の募集・選定 

●選定された事業の実施

●平成 28 年度実施事業
の評価 

●平成 30 年度実施事業
の募集・選定 

●選定された事業の実施

事業推進

高津区地域課題対

応事業管理運営事

業

●高津区地域課題対応事
業全体の適正かつ効率的
な執行に向けた取組の実
施

●高津区地域課題対応事
業全体の適正かつ効率的
な執行に向けた取組の実
施

事業推進 

高津区地域課題対

応事業外部評価事

業

●平成 26 年度実施事業
の外部評価の実施（H27
評価事業数 6事業） 

●平成 27 年度実施事業
の外部評価の実施（評価
事業数 7事業）

●平成 28 年度実施事業
の外部評価の実施（評価
事業数 5事業） 

事業推進 

高津区区民生活に

関わるニーズ調査

事業

●事業実施手法の検討 ●アンケート調査の実施 ●アンケート結果を踏ま
えた区事業の見直し・改
善に向けた検討 

地域課題の解決に資
する事業を市民団体
等から募集、選定し、
区と協働で実施しま
す。 

高津区地域課題対応
事業全体の適正かつ
効率的な執行に向け
た取組を実施します。 

高津区地域課題対応
事業の執行にあたり、
外部評価委員による
評価を行い、事業内容
の見直し・改善や透明
性の向上を図ります。 

区民のニーズに対応
した、効率的・効果的
な事業を執行するた
め、区民アンケート調
査を実施します。 

市民に便利で快適な
区役所サービスの効
率的・効果的・総合的
な提供を推進します。 



高津区 

 区の新たな課題即応事業 

事業名

現状 事業内容・目標

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

区の新たな課題即
応事業 

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進 

●新たに生じた課題への
対応及び解決に向けた取
組の推進 

事業推進 

新たに生じた課題に、
適切かつ迅速に対応
し、解決に向けた取組
を推進します。 


