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春の二ヶ領用水

（平成 年以降）

ふるさとアーカイブ

高津区統計データ（令和2年9月1日時点）

担当お気に入りの１枚

人口 ： 23万 4,458人

世帯数：11万 4,643世帯

区民の皆さまの健やかで
幸せな生活に向けて

近年は、 令和元年東日本
台風や新型コロナウイルス感
染症など大きな災禍に見舞わ
れ、厳しい状況が続いていま
す。そのような中でスタートし
た３年度。 高津区役所の区政
運営の方向性と地域課題解決
の取り組みを紹介します。
区役所企画課☎861-3131
861-3103

ふ っ し ょ く

不 安 の 払 拭 と生 活 の 安 定 に
取り組みます ～区政運営の方向性～
ここに紹介するのは高津区の特徴的な事業です。
「潤い、魅力、ゆとり」
を感じ
ていただくものも多くありますが、なんと言っても新型コロナウイルス感染拡大
の不安を払拭し、安定的な区民生活を継続して守るため、生活に直結した公共
サービスを全職員一丸となって確実に提供していきます。

地 域 課 題 の 解 決 に 取り組 みます
まちの魅力づくり

人と人とのつながりづくり

方向性 愛着と誇りが持てるまち

方向性

をつくり、区の魅力を発信します

化を図ります

予算額

予算額

約１，
２８６万円

主な取組

地域コミュニティの活性
約９５６万円

主な取組

大山街道周辺の魅力

的な空間創造。 農資源を活用し

～地域課題対応事業～

スポーツやダンスを

通じた交流機会の創出。地域での

た地域の魅力向上

「顔の見える関係づくり」
の支援
すべての違いを超えるダンスの祭典
「ダンス！ダンス！たかつ」

久地円筒分水（国登録有形文化財）

子ども・子育ての支援
方向性

すこやか・支え合いの推進
方向性

安心して子育てできる

安心して暮らし続けら

まちをつくります

れるよう支え合いを推進します

予算額

予算額

約３７８万円

主な取組

約２３７万円

各種子育て支援講座

主な取組 マンションにおける住

の実施や子育て情報の発信。 子

民同士や地域との
「つながりづく

育て支援グループの活動支援

り」
支援。
「高津公園体操」
の普及
「高津公園体操」の実施場所を
掲載したマップ

安全・安心のまちづくり
方向性

地域防災力の向上と、

方向性

防犯や交通安全に取り組みます
予算額

予算額

減災マップ作成ワー

環境学習の実施。 花と緑のまち

主を対象にした災害に備える講
ンの整備

約７５７万円

主な取組 ビオトープを活用した

クショップの開催。 ペットの飼い
習会の実施。 土のうステーショ

持続可能な環境にやさ

しいまちづくりに取り組みます

約１，
０３８万円

主な取組

環境まちづくりの推進

づくりの推進。 脱炭素社会の実
ペット用の防災用品

現に向けた情報発信

区役所、みぞのくち市税事務所にお越しの際は、区役所駐車場は混雑するため公共交通機関をご利用ください。編集：高津区役所企画課
（☎861-3131

861-3103）
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参加者・観覧者募集
菜園体験教室

花コンサート
日時 ５月23日㈰14時～14時40分

種まきから収穫まで楽しみながら野菜を育ててみ

場所 区役所5階会議室

日時 ５～10月の第３木曜
（天候により変更の場合

定員 50人

あり）
、９時～12時、全６回

出演 Oriental-Occident

場所 高津区市民健康の森
（春日台公園）

志村樺奈(オーボエ)、東田はる奈(笙)

対象・定員 18歳以上の10人

曲目 もののけ姫／久石譲、Ｇ線上のアリア／ＪＳ
. .バッハ

オ リ エ ン タ ル

費用 2,000円
（6回分、初回に持参してください）

オ ク シ デ ン ト

しょう

４月９日～23日
（必着）
に区ＨＰの応募フォームか往復はがき
（１通につき１人）

持ち物 飲み物、軍手、タオル、帽子、長靴

で申し込み。往復はがきの場合、往信文章面に申込者の住所・氏名
（ふりがな）
・
電話番号・観覧希望日を、返信宛名面に申込者の住所・氏名を記入し
（文章面は

４月15日～５月13日に直接、電話、ＦＡＸで区役所地域振興課

白紙のまま）
〒213-8570区役所地域振興課
「花コンサート」
係

861-3103［先着順］

親子の絆づくりプログラム
「赤ちゃんがきた！」

☎861-3133

861-3103［抽選］

子ども大山街道探検クラブ

赤ちゃんとの関わり方を学び、親子の絆を深めます。同じ月齢の赤ちゃんが
いるお母さん同士の意見交換や交流も。

年間を通じて学び、遊び、体験などで大山街道の今と昔を
「探検」
します。

日時 ５月11日～６月１日の火曜、13時半～15時半、全４回

日時 原則毎月第３水曜
（初回は5月19日）
、15時半～16時半、全13回

場所 区役所保健ホール

※日程の詳細はお問い合わせください

対象・定員 受講時に２～４カ月ごろの乳児
（第１子）
と

場所 大山街道ふるさと館など

母親12組

対象・定員 小学３～６年生20人

費用 1,100円
（テキスト代）

費用 1,000円

４月15日から直接、電話、ＦＡＸで区役所地域ケア推進課
☎861-3313

４月19日９時半から直接、電話、ＦＡＸで
大山街道ふるさと館☎813-4705

861-3307［先着順］

712-0034［先着順］

「区民ミニ・ガーデン」
サポーター募集

春の全国交通安全運動を実施します
期間は４月６日～１５日です。新年度を迎えるこの時季に、改めて交通安

区は、花と緑のまちづくりを通じて、地域
に潤いを与えるとともにコミュニティの形成

全を考えてみましょう。
【守ろう！交通ルール・マナー】

を推進しています。その趣旨に賛同した企業・

・子どもと高齢者など歩行者の安全を確保しましょう

団体・個人の皆さまから、取り組みに必要な

・自転車は安全に利用しましょう
・歩行者保護など安全運転意識を持ちましょう
・二輪車の交通事故を防止しましょう
区役所危機管理担当☎861-3146

861-3103

川崎純情小町☆が交通
安全について呼び掛け
る動画をYouTube「た
かつ区チャンネル」で
公開中

花苗、肥料などの材料費
（または現物）
の寄
付を募集しています。５万円以上の寄付には
花壇に看板
（プレート）
を掲示します。
区役所道路公園センター
☎833-1221

高津 さんの市を開催します

833-2498

区民生活に関わる
ニーズ調査の結果を公開しています

地元農家さんが採れたて野菜を直接販売しま
す。地元野菜を使った食品もあります。４月の第
３日曜はぜひ
「高津 さんの市」
にお越しください。

より良い区政運営に向けて実施した区民生活に関わるニーズ

日時 ４月18日㈰９時半～12時※雨天中止

調査の結果がまとまりました。区役所で閲覧できる他、区ＨＰで

場所 久本薬医門公園

も公開しています。ご協力ありがとうございました。

区役所地域振興課☎861-3133

申し込み方法は市版5面参照

太極拳
で楽しみながら健康を維持しましょう。
毎週木曜
（祝日は休み）
、12時45分
～14時15分

区役所企画課☎861-3131

すい服装で参加してください

高津スポーツセンター

15歳以上の当日先着50人

500

高 津スポーツセンター☎813813-6532

853-1729

等々力渓谷、等々力不動尊、九品
仏浄真寺を巡ります。 ５月19日㈬、
10時～15時※雨 天時は５月26日に
延期 ＪＲ武蔵溝ノ口駅改札前集合
市内在住の介助なしで歩ける60歳以
50円
（保 険 代）
、 交 通 費の

実費※昼食持参

申込不要で誰でも参加できます。

高津

春のウォーキング

上20人

お気軽ふらっと体操教室

４月15日、16日

9時～16時に本人が電話か直接来所

健康増進、ストレス解消、仲間づく

で高津老人福祉・地域交流センター☎

りなどのために気軽にお立ち寄りくだ

853-1722

さい。

※４月19日～23日に同センターで健

4月20日㈫、14時～15時半

（13時半開場） 高津老人福祉・地域
交流センター

861-3103

ニーズ調査
のページ

第34号

老人福祉・地域交流センター☎8531722

ゆったりした呼吸とゆるやかな動作

6531

861-3103
20人※飲み物、タオル持参、動きや

区のお知らせ

円

ご応募お待ち
しています

ませんか。収穫した野菜は持ち帰れます。

☎861-3133

02

853-1729［先 着 順］
。

康チェックと保険料徴収をします

“聞いて、
しゃべって、つながって、何かが始まる。”
まちづくりカフェたかつ
区では、カフェのような気軽で楽しい雰囲気

の中、まちづくり活動を実践しているゲストの
トークを聞き、対話と交流からまちづくりを考え
る
「まちづくりカフェたかつ」
を開催しています。
新たな気付きが得られ、参加者同士が想い
（と名刺）
を共有することで、
仲間づくりができるイベントです。参加者の中には、このイベントをきっか
けに地域デビューした人や共に活動する仲間を見つけた人もいます。
今後の開催予定は、区ＨＰや市政だより区版な
どでお知らせします。また、これまでのゲストトーク
はYouTube
「たかつ区チャンネル」
で見られます。
区役所企画課☎861-3131

861-3103

市内在住の当日先着

新型コロナウイルス感染症の影響で講座やイベントを中止する場合があります

まちづくり YouTube
カフェたか 「たかつ区
つのページ チャンネル」

