
都市計画マスタープランとは 

 
・都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に基づく「市の都市計画に関する基本的方針」

として定めるものです。 
・議会の議決を経て定められた「基本構想」（地方自治法第２条第４項）と県が定める「都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針」（都市計画法第６条の２）に即して定めます。 
また、市の総合計画や政策領域別計画などとの整合を図って定めます。 

・個別の細かな計画事業の内容そのものを直接定めるものではありませんが、今後、市が定める都市計

画は、この都市計画マスタープランに即して定めることになります。 
  なお、個別の開発行為や建築行為等を直接規制することはできません。規制するためには、都市計

画マスタープランに即して定める「地区計画」等の都市計画手法などが必要になります。 
・本市の都市計画マスタープランは、３層構成としており、平成 19 年３月に全体構想と７区の区別構

想を策定しました。 
 

 

（小杉駅周辺まちづくり推進
地域構想、H21 年３月策定）
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資料 ３ 



都市計画マスタープラン全体構想及び区別構想の策定手続 

 
（１）つくる参加 

①全体構想素案の公表 
・平成 10（1998）年７月に、従前の総合計画である「川崎新時代 2010 プラン」の「基本構想」に

即する形で、「全体構想素案」を公表しました。これは、「区別構想」を策定するガイドラインと

して位置づけ、最終的に、「区別構想」と整合を図った形で決定することとしました。しかし、

平成 16（2004）年 12 月に、新しい基本構想が策定されたため、新総合計画「川崎再生フロンテ

ィアプラン」の「基本構想」に即する形で、「全体構想素案」の見直しを行いました。 
②区別構想区民提案の作成 
・各区にまちづくり推進組織推薦、町内会・自治会等団体推薦、公募委員によって構成される「都

市計画マスタープラン検討委員会」等を設置し、議論が重ねられました。 
・区民提案の作成に先立って、都市計画制度に関する学習会や、地区カルテの作成（麻生区、幸区）、

まちづくりビジョンの策定（高津区）といった準備活動が取り組まれました。 
・区民提案の作成にあたっては、（ア）市民参加による策定プロセスを重視する（幅広い市民意見

の反映方法を工夫する）、（イ）地域に積極的におもむき、地域の資源・課題を発掘する、（ウ）

行政情報に基づき、他の政策領域別基本計画や進行中の計画・事業との整合を図ることに重点を

置いて取り組まれました。 
・作成期間は、各区とも、おおむね１年半から２年の長期にわたり、検討委員会等を、20 数回重ね

るとともに、検討委員会主催のフォーラムを途中段階で開催し、広く市民の意見を反映させるこ

とに努めました。また、現地調査や、町内会・自治会、商店会、工業会、ＰＴＡの方々とも意見

交換を行いながら、地域の実情を踏まえ、「区民提案書」が取りまとめられました。 
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（２）決める参加 
・庁内に、関係部局で構成される「都市計画マスタープラン調整会議」を設置し、「新総合計画（川

崎再生フロンティアプラン）」や政策領域別基本計画との調整を図り、行政計画としての「都市

計画マスタープラン素案」を作成しました。 
・都市計画マスタープランを、専門的な第三者の意見も踏まえて立案していくことが必要であるこ

とから、都市計画審議会に、学識経験者委員による「都市計画マスタープラン小委員会」を設置

し、小委員会から助言を得て素案及び案の検討を行いました。 
・改めて、広く市民の意見を反映させたマスタープランとするために、素案説明会の開催や素案の

縦覧、パブリックコメント、案の縦覧等の都市計画決定に準ずる手続を経て、最終的に、都市計

画審議会に諮問し、その答申を受けて決定しました。 
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川崎市都市計画マスタープラン 

川崎区構想 区民提案 策定経過 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 年 月 日 内 容 

第１回学習会 H10.12.05 
・まちの成り立ちを探る 

～地図からまちのしくみを解読する～ 

第２回学習会 H10.02.13 
・道（交通） 

～毎日の生活に大切な道・交通について学習する～ 

第３回学習会 H11.04.24 
・水と緑などのうるおいから見た川崎区とは （うるおいを与

える要素・資源） 

第１回ワークショップ H11.06.26 
・ガイダンス  自己紹介 

・川崎区のイメージは？ 

第２回ワークショップ H11.07.29 
・まちづくりの課題について整理する（交通，水・緑・景観，

土地利用・防災） 

第３回ワークショップ H11.09.27 
・課題の内容を深める 

・まちづくりの方針を考える 

第４回ワークショップ H11.12.11 ・市民提案書の中間とりまとめを検討する 

中間報告会 H12.01.27 
・これまで参加してきた区民メンバーによる区民への中間報

告会と意見交換 

第５回ワークショップ H12.02.22 
・中間報告会の内容を報告し、共有する 

・提案シート作成作業 

第６回ワークショップ H12.03.24 ・提案シートの発表・意見交換 

第７回ワークショップ H12.04.27 
・キャッチフレーズを考える 

・市民提案書の構成を確認する 

第８回ワークショップ H12.07.06 
・市民提案書の構成を再度確認する 

・キャッチフレーズを考える 

第９回ワークショップ H12.08.22 ・区民提案の読み合わせ 

区民提案の発表会 H12.09.06 

・これまで参加してきた区民メンバーによる区民への（都市

計画マスタープラン）川崎区構想区民提案の発表と意見交

換 
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川崎市都市計画マスタープラン 

幸区構想 区民提案 策定経過 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 年 月 日 内 容 

委員懇談会 Ｈ14.07.30（水）
・出席者紹介、都市計画マスタープランの説明 

・麻生区構想検討委員会の位置づけと役割、その他

第１回検討委員会 Ｈ15.08.21（木）
・正副委員長の選出 

・検討の方針について 

第２回検討委員会 Ｈ15.09.10（水）
・都市計画制度の勉強会 

・幸区の事業についての勉強会 

第３回検討委員会 Ｈ15.10.08（水）
・地区カルテ報告会 

・都市マスに向けての意見交換 

第４回検討委員会 Ｈ15.11.12（水）
・策定プロセス、地域別・テーマ別について 

・今後の進め方 

第５回検討委員会 Ｈ15.12.10（水）
・中期スケジュールの検討 

・部会別検討作業 

第６回検討委員会 Ｈ16.01.14（水）
・区民提案骨格の検討 

・部会別検討作業 

第７回検討委員会 Ｈ16.02.19（木）
・部会の活動報告 

・部会別検討作業 

第８回検討委員会 Ｈ16.03.10（水）
・中間報告会 

・部会別検討作業 

第９回検討委員会 Ｈ16.04.14（水）
・スケジュール変更について 

・部会別検討作業 

第 10 回検討委員会 Ｈ16.05.12（水）
・地域別調査のスケジュールについて 

・テーマ別部会作業 

第 11 回検討委員会 Ｈ16.06.09（水）
・プロジェクト部会報告 

・地域別部会作業 

第 12 回検討委員会 Ｈ16.08.25（水）
・地域別部会の活動報告 

・共通認識形成のためのディスカッション 

第 13 回検討委員会 Ｈ16.09.08（水）
・地域別部会活動結果のまとめ方 

・地域別部会作業 

第 14 回検討委員会 Ｈ16.10.13（水）
・区民提案の構成、将来像検討 

・地域別調査結果の反映 

第 15 回検討委員会 Ｈ16.11.10（水）
・区民提案の完成イメージ 

・区民提案素案内容確定までの段取り 

第 16 回検討委員会 Ｈ16.12.08（水）
・フォーラムの概要説明 

・区民提案素案の検討 

第 17 回検討委員会 Ｈ17.01.14（金） ・区民提案素案の検討 
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川崎市都市計画マスタープラン 

中原区構想 区民提案 策定経過 

 
 

名 称 年 月 日 内 容 

応募者懇談会 Ｈ13.01.23（火） 
・出席者紹介、都市計画マスタープランの説明 

・中原区構想検討委員会の位置づけと役割、その他 

検討委員会 Ｈ13.02.21（水） ・都市計画勉強会１ 

検討委員会 Ｈ13.03.28（水） ・都市計画勉強会２ 

第１回委員会 Ｈ13.05.08（火） 

・委員長・副委員長の選出 

・検討委員会の進め方について、年間スケジュールに

ついて 

第２回委員会 Ｈ13.06.07（木） 
・中原区の課題の整理 

・検討委員会の進め方について 

第３回委員会 Ｈ13.06.25（月） 
・検討委員会の進め方について 

・中原区の課題の整理 

第４回委員会 Ｈ13.07.17（火） 
・都市計画勉強会（小杉地区の再開発計画について） 

・テーマについて 

第５回委員会 Ｈ13.08.10（金） 
・まちづくりフォーラムまでのスケジュールについて 

・テーマ別グループの決定、テーマ別検討 

第６回委員会 Ｈ13.09.04（火） ・テーマ別検討 

第７回委員会 Ｈ13.09.25（火） 
・テーマ別方針の完成 

・テーマ別方針図づくり 

現地視察 Ｈ13.09.29（土） ・中原区内を視察 

第８回委員会 Ｈ13.10.10（水） 
・視察のまとめ 

・テーマ別方針の検討 

第９回委員会 Ｈ13.10.24（水） ・まちづくりフォーラムの進め方について 

まちづくりフォーラム Ｈ13.10.27（土） 
・都市計画の基本方針をみんなで考えよう 

・検討内容の中間報告 

第 10 回委員会 Ｈ13.11.19（月） 
・まちづくりフォーラムの結果の取りまとめ 

・今後の進め方について 

第 11 回委員会 Ｈ13.12.20（木） 
・まちづくりフォーラムの結果の取りまとめ 

・今後の進め方について 

第 12 回委員会 Ｈ14.1.22（火） 
・勉強会（川崎縦貫道路・川崎縦貫鉄道） 

・今後の進め方について 

第 13 回委員会 Ｈ14.2.７（木） ・地域別方針の検討 

第 14 回委員会 Ｈ14.2.26（火） ・地域別方針の検討 

第 15 回委員会 Ｈ14.3.13（水） ・地域別方針の検討 

第 16 回委員会 Ｈ14.4.4（木） ・地域別方針の検討 

第 17 回委員会 Ｈ14.4.18（木） ・地域防災計画の勉強 

第 18 回委員会 Ｈ14.5.1（水） ・都市防災の検討 
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第 19 回委員会 Ｈ14.5.20（月） ・中原区の将来像の検討 

第 20 回委員会 Ｈ14.6.4（火） 
・中原区の将来像の検討 

・まちづくりフォーラムの進め方検討 

住吉中学校出前授業 
 Ｈ14.6.17（月）,20

（木） 
・住吉中学校区でまちづくりを考えました 

第 21 回委員会 Ｈ14.6.25（火） ・まちづくりフォーラムの進め方検討 

まちづくりフォーラム Ｈ14.7.7（日） 
・都市計画の基本方針をみんなで考えよう 

・区民提案完成にむけての中間発表 

第 22 回委員会 Ｈ14.7.31（水） 
・まちづくりフォーラムの意見の整理 

・区民提案の推進について 

第 23 回委員会 Ｈ14.9.6（金） ・分野別方針の修文作業 

第 24 回委員会 Ｈ14.9.11（水） ・将来像と都市構造，都市防災の方針の修文作業 

第 25 回委員会 Ｈ14.9.19（木） ・地域別方針の修文作業 

第 26 回委員会 Ｈ14.10.9（水） 
・区民提案の推進方法の検討 

・まちづくりフォーラムの進め方の検討 

第 27 回委員会 Ｈ14.10.24（木） ・まちづくりフォーラムのリハーサル 

まちづくりフォーラム Ｈ14.11.16（土） ・都市計画マスタープラン中原区構想区民提案発表会
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川崎市都市計画マスタープラン 

高津区構想 区民提案 策定経過 

 
  

名 称 年 月 日 内 容 

第１回部会 Ｈ14.12.19（木） 
・都市計画マスタープランについて 

・自己紹介 

第２回部会 Ｈ15.01.20（月） 
・今後の進め方について 

・情報地図づくり 

第３回部会 Ｈ15.02.17（月） 
・今後の進め方について 

・情報地図づくり 

第４回部会 Ｈ15.03.17（月） ・情報地図づくり 

第５回部会 Ｈ15.04.23（水） ・ご近所情報地図発表 

第６回部会 Ｈ15.05.26（月） 
・ご近所情報地図発表２ 

・地域別グループに分かれての打ち合わせ 

第７回部会 Ｈ15.06.23（月） 
・地域別グループの進捗状況発表及び打ち合わせ 

・bamboo festa アンケート結果報告 

第８回部会 Ｈ15.07.28（月） 

・区民祭報告（若者部会） 

・緑地保全勉強会 

・地域別グループ状況報告 

・今後の進め方 

第９回部会 Ｈ15.08.25（月） 

・地域別グループの状況報告と意見交換 

・フォーラムについて 

・地域別グループに分かれての検討 

第 10 回部会 Ｈ15.09.22（月） 

・地域別グループの進捗状況（確認） 

・とりまとめイメージについて 

・フォーラムについて 

・若者部会 区民祭アンケート報告 

第 11 回部会 Ｈ15.10.27（月） 

・新規メンバーの紹介 

・若者部会からの提案 

・フォーラムについて 

・地域別グループでの討議 

第 12 回部会 Ｈ15.11.17（月） 

・フォーラムについて 

・地域別グループの最終確認 

・フォーラムリハーサル 

第 13 回部会 Ｈ15.12.22（月） 

・地域別フォーラムの報告 

・フォーラムを受けた地域別方針の修正 

・今後の進め方 

・テーマ別への班編成とグループでの調整 

第 14 回部会 Ｈ16.01.26（月） 

・フォーラムを受けた地域別方針の修正 

・テーマ別部会の状況確認 

・市民自治創造・かわさきフォーラムについて 

・スケジュールについて 
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第 15 回部会 Ｈ16.02.23（月） 

・まちづくり３条例の勉強会 

・市民自治創造・かわさきフォーラムの報告 

・部会の進行状況について 

・今後のスケジュールについて 

・テーマ別部会の検討  

第 16 回部会 Ｈ16.03.22（月） 

・フォーラムに向けた作業スケジュールの確認 

・テーマ別方針の中間報告 

・合宿成果の報告 

・プロジェクトチームのメンバー確認及び日程調整 

・各テーマ別部会の日程調整  

第 17 回部会 H16.04.26(月） 

・フォーラムに向けた全体スケジュール確認 

・プレイベント企画案検討 

・広報戦略の検討 

・フォーラムの運営方式及びタイムスケジュール 

第 18 回部会 H16.05.13（木） 

・フォーラム、プレイベント開催に向けた運営、会場について検討

・将来像、都市構造について検討 

・区民提案書の目次構成について検討 

第 19 回部会 H16.05.17（月） 
・テーマ別方針について、将来像、将来都市構造について 

・プレイベントについて 

第 20 回部会 H16.05.24（月） 
・フォーラム、将来像、都市構造、テーマ別方針について検討 

・プレイベントについて検討 

第 21 回部会 H16.06.07（月） 
・プレイベント開催結果の報告、今後のスケジュールについて 

・フォーラムのリハーサル、フォーラム資料の確認 
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川崎市都市計画マスタープラン 

宮前区構想 区民提案 策定経過 

 
  

名 称 年 月 日 内 容 

応募者懇談会 H12.04.14(金) 
・都市計画マスタープラン宮前区構想検討委員会の応募者懇談会が

行われました。 

第１回委員会 H12.05.16(火) 
・役員選出 

・検討委員会設置要綱の確認   

第２回委員会 H12.06.02(金) 
・都市計画マスタープランについて 

・まちづくり広場開催について 

第３回委員会 H12.06.30(金) 
・都市計画マスタープランについて興味のあるテーマは何ですか 

・「まちづくり広場」の開催について 

第４回委員会 H12.07.25(火) ・都市計画マスタープラン テーマ別検討 

第５回委員会 H12.08.25(金) ・都市計画勉強会 

第６回委員会 H12.09.14(木) ・これまでの意見整理 

第７回委員会 H12.09.25(月) 
・都市計画勉強会 

・これまでの意見整理 

第８回委員会 H12.10.06(金) ・まちづくり広場の発表内容づくり 

第９回委員会 H12.10.23(月) ・まちづくり広場の準備 

まちづくり広場 H12.10.28(土) ・都市計画の基本方針をみんなで考えよう 

第 10 回委員会 H12.11.20(月) 
・まちづくり広場を振り返って 

・今後の進め方について 

第 11 回委員会 H12.12.15(金) 
・宮前区の都市構造について 

・テーマ別検討 

第 12 回委員会 H13.01.19(金) ・テーマ別検討 

第 13 回委員会 H13.02.19(月) ・グループ別重点プロジェクトの検討 

第 14 回委員会 H13.03.27(火) 
・各テーマまとめの発表 

・まちづくり広場の準備 

第 15 回委員会 H13.04.09(月) 
・まちづくり広場の進め方について 

・重点プロジェクトについて 

まちづくり広場 H13.04.21(土） ・都市計画の基本方針をみんなで考えよう 

第 16 回委員会 H13.05.18(月) 
・中間報告（まちづくり広場）の整理 

・宮前区構想区民提案の報告書の検討 

第 17 回委員会 H13.06.29(金） 
・都市計画マスタープラン宮前区構想区民提案について 

・区民提案発表会について 

第 18 回委員会 H13.08.09(金） 
・都市計画マスタープラン宮前区構想区民提案について 

・区民提案発表会について 

まちづくり広場 H13.09.08(土） ・区民提案発表会 
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川崎市都市計画マスタープラン 

多摩区構想 区民提案 策定経過 

 
   

名 称 年 月 日 内 容 

委員懇談会 Ｈ15.01.22（水）
・委員自己紹介 

・都市計画マスタープラン等の説明 

勉強会その１ Ｈ15.02.26（水）
・行政計画の勉強会 

・ミニワークショップ（検討の進め方等） 

勉強会その２ Ｈ15.03.18（火）
・都市計画制度の勉強会 

・要綱の検討、正副委員長の選出 

第１回検討委員会 Ｈ15.05.27（火）
・今後の進め方について 

・ご近所ワークショップ（身の回りの現状等） 

第２回検討委員会 Ｈ15.06.25（水）
・今後の進め方について 

・ご近所ワークショップその２ 

第３回検討委員会 Ｈ15.07.22（火）
・ご近所ワークショップその３ 

・勉強会 

第４回検討委員会 Ｈ15.08.22（金）
・勉強会 

・ご近所ワークショップその４ 

第５回検討委員会 Ｈ15.09.25（金）
・中間発表会の開催について 

・ご近所ワークショップその５ 

第６回検討委員会 Ｈ15.10.20（月）
・中間発表会（まちづくり車座会議）について 

・ご近所ワークショップその６ 

第７回検討委員会 Ｈ15.11.10（月）
・まちづくり車座会議のリハーサル 

（各「ご近所」班の発表） 

まちづくり車座会議 Ｈ15.11.15（土）
・都市計画マスタープランなどの基本的な説明

・多摩区の将来のまちづくりについて意見交換

第８回検討委員会 Ｈ15.12.15（月）
・車座会議での意見の総括 

・今後の進め方の検討 

第９回検討委員会 Ｈ16.1.30（金）
・テーマ別検討 

・今後の進め方の検討 

第 10 回検討委員会 Ｈ16.2.26（木） ・テーマ別検討 
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川崎市都市計画マスタープラン 

麻生区構想 区民提案 策定経過 

 
  

名 称 年 月 日 内 容 

委員懇談会 Ｈ14.06.27 
・出席者紹介、都市計画マスタープランの説明 

・麻生区構想検討委員会の位置づけと役割、その他

第１回検討委員会 Ｈ14.07.17 
・正副委員長の選出 

・今後の進め方について 

第２回検討委員会 Ｈ14.08.21 
・麻生区地区カルテ発表会 

・既存計画の概要説明 

第３回検討委員会 Ｈ14.09.18 ・麻生区地区カルテ発表会 

第４回検討委員会 Ｈ14.10.16 
・地域別の現状把握・課題の整理 

・区内見学会の検討 

区内見学会 Ｈ14.10.26 ・麻生区全域の見学 

第５回検討委員会 Ｈ14.11.20 
・区内見学会の総括 

・今後の進め方の検討 

第６回検討委員会 Ｈ14.12.18 ・勉強会 

第７回検討委員会 Ｈ15.01.15 
・各グループ別作業 

・出前フォーラムの進め方の検討 

第８回検討委員会 Ｈ15.02.19 
・出前フォーラムの準備 

・出前フォーラムの進め方の確認 

第９回検討委員会 Ｈ15.03.12 
・出前フォーラムの準備 

・勉強会 

第 10 回検討委員会 Ｈ15.04.16 
・出前フォーラムの準備 

・出前フォーラムの段取り確認 

出前フォーラム 
Ｈ15.04.19（土）,

26〈土〉,27〈日〉
・各グループ別出前フォーラム 

第 11 回検討委員会 Ｈ15.05.21 
・出前フォーラムの報告・総括 

・出前フォーラムで出された意見の反映作業 

第 12 回検討委員会 Ｈ15.06.18 
・今後の進め方について 

・地域別方針の作成 

第 13 回検討委員会 Ｈ15.07.16 
・今後の進め方について 

・地域別方針の作成 

第 14 回検討委員会 Ｈ15.08.06 
・地域別方針の発表 

・テーマ別グループへの再編 

第 15 回検討委員会 Ｈ15.08.27 ・テーマ別方針の作成 

第 16 回検討委員会 H15.09.17 
・テーマ別グループ作業 

・グループ別検討内容の発表 

第 17 回検討委員会 H15.10.23 
・テーマ別グループ作業 

・テーマ別方針中間取りまとめのグループ別発表 

第 18 回検討委員会 H15.11.19 ・都市構造と交通ネットワークに関する方針の発表 
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・テーマ別グループ作業 

第 19 回検討委員会 H15.12.18 

・区民提案の確認について 

・あさおの将来像の検討 

・区民提案中間発表の進め方について 

第 20 回検討委員会 H16.01.21 
・区民提案中間発表会のリハーサル 

・グループ別発表内容の最終確認作業 

区民提案素案 

発表フォーラム 

（中間発表会） 

H16.01.31 

・都市計画マスタープランとは 

・検討経過について 

・将来像と都市構造の発表 

・テーマ別方針の基本的考え方の発表 

・麻生中学校の成果の発表 

・ポスターセッション方式による意見交換 

・各ブースで意見交換 

第 21 回検討委員会 H16.02.18 
・素案発表フォーラムで出された意見の反映について

・グループ別検討内容の発表 

第 22 回検討委員会 H16.03.17 
・区民提案の取りまとめについて 

・区民提案発表フォーラムについて 

第 23 回検討委員会 H16.04.05 
・区民提案発表フォーラムのリハーサル 

・グループ別発表内容の最終確認作業 

区民提案 

発表フォーラム 
H16.04.10 

・市長への区民提案の提出 

・区民提案の発表 

・区民提案の実現に向けた討議 
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大学教授（都市計画）

市民公募

市民公募

大学教授（経済） 　職務代理者

川崎市都市計画審議会委員名簿

市
議
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員

共産党（多摩区）

民主党（麻生区）

自民党（中原区）

所 属・役 職 名氏     名区  分

公明党（宮前区）

団体推薦（労働）

  会長

備　考

団体推薦（社会）

市民公募

団体推薦（農業）

団体推薦（商工）

大学教授（都市計画）

関
係
行
政

機
関
又
は

県
の
職
員

神奈川県警察本部交通部長

国土交通省関東地方整備局長

団体推薦（市民）

学
識
経
験
者

大学院教授（環境）

大学教授（都市計画）

市
民

大学教授（都市計画）

16



17

  

  

 
都市計画マスタープラン川崎区構想検討委員会名簿 



 

      

資料２ 都市計画マスタープラン幸区構想検討委員会 委員名簿 

 
◎は委員長、○は副委員長（敬称略 50 音順）

 

No   氏  名 備考 No  氏  名 備考 

1   新井 弘志 追加募集 23  竹林  浄 まちづくり推進委員会推薦 

2   飯名 謹一 地区カルテ作成委員会推薦 24  田辺 幸男 追加募集 

3   石原 陽子 地区カルテ作成委員会推薦 25  千頭和真帆 地区カルテ作成委員会推薦 

4   石橋 俊郎 南河原地区町内会連合会推薦 26  對馬 知世 地区カルテ作成委員会推薦 

5   市川 和男 地区カルテ作成委員会推薦 27 ◎ 手塚 善雄 地区カルテ作成委員会推薦 

6   魚本 大地 公募 28 ○ 中辻  伸 地区カルテ作成委員会推薦 

7   榎本   武 地区カルテ作成委員会推薦 29  中村喜久夫 公募 

8   海老塚美子 地区カルテ作成委員会推薦 30  根岸 壽子 まちづくり推進委員会推薦 

9   大西 啓介 まちづくり推進委員会推薦 31  長谷川和甫 南河原地区町内会連合会推薦

10   岡    捷 南河原地区町内会連合会推薦 32  平松 一夫 まちづくり推進委員会推薦 

11   岡本八重子 地区カルテ作成委員会推薦 33  昼間 政宏 幸商店街連合会推薦 

12 ○ 小野 正明 公募  34  深瀬 和則 日吉商店街連合会推薦 

13   瓦  敏夫 南河原地区町内会連合会推薦 35  深瀬 松雄 日吉地区町内会連絡協議会推薦

14   岸井  保 地区カルテ作成委員会推薦 36  牧   寛 公募 

15   小池 晃子 公募 37  桝本公一郎 南河原地区町内会連合会推薦

16   小林 恒勝 地区カルテ作成委員会推薦 38  松野 順一 御幸地区町内会連合会推薦 

17   齊木 敏雄 日吉地区町内会連絡協議会推薦 39  村石  勉 公募 

18   坂内 正人 南河原地区町内会連合会推薦 40  村瀬 久雄 地区カルテ作成委員会推薦 

19   佐々木勇美 地区カルテ作成委員会推薦 41  両角 潤也 南河原地区町内会連合会推薦

20   佐野 康夫 ＪＡセレサ川崎推薦 42  山下 晃司 南河原地区町内会連合会推薦

21   菅野 勝之 地区カルテ作成委員会推薦 43  渡辺 春男 御幸地区町内会連合会推薦 

22   関口 蓉子 地区カルテ作成委員会推薦 44  渡辺 文明 南河原地区町内会連合会推薦
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４．都市計画マスタープラン高津区構想部会　委員名簿（参考資

料４）
№ 氏　名 備　考

1 伊中　悦子 高津区まちづくり協議会

2 荻原　誠 高津区まちづくり協議会

3 川越　道子 高津区まちづくり協議会

4 ◎川崎　泰之 高津区まちづくり協議会

5 木村麻利子 公募

6 久保田　實 新

7 小磯盟四郎 公募（現在高津区まちづくり協議会所属）

8 小海　司 高津区まちづくり協議会

9 斎藤　幸子 高津区まちづくり協議会

10 佐方　克彦 新（現在高津区まちづくり協議会所属）

11 ○佐藤　順子 高津区まちづくり協議会

12 清水　大徳 新（現在高津区まちづくり協議会所属）

13 薄　典子 新（現在高津区まちづくり協議会所属）

14 澤田　勝弘 高津区まちづくり協議会

15 杉浦　宏幸 新

16 鈴木　穆 高津区まちづくり協議会

17 鈴木　忠能 高津区まちづくり協議会

18 関原　宏昭 公募

19 高品　嵩 高津区まちづくり協議会

20 高松　昭 高津区まちづくり協議会

21 瀧村　治雄 高津区まちづくり協議会

22 田村　喜美代 新（現在高津区まちづくり協議会所属）

23 田村　富彦 公募（現在高津区まちづくり協議会所属）

24 塚田　泰大 新

25 西尾　英樹 新（現在高津区まちづくり協議会所属）

26 袴田　浩之 新（12/22）

27 林　由美子 公募

28 原田二三子 高津区まちづくり協議会

29 藤長ひろ子 高津区まちづくり協議会

30 藤村千賀子 高津区まちづくり協議会

31 松浦　通隆 高津区まちづくり協議会

32 三神　普 公募（現在高津区まちづくり協議会所属）

33 持田　忠康 公募（現在高津区まちづくり協議会所属）

34 吉田　彩 新（現在高津区まちづくり協議会所属）

35 ○吉田　愼悟 高津区まちづくり協議会

36 吉田ひさ代 高津区まちづくり協議会

37 ○若杉　和身 高津区まちづくり協議会

38 若林　忠司 高津区まちづくり協議会

39 伊藤　将典 行政委員

39 島根　正隆 行政委員

40 栗原　稔 行政委員

41 力榮　善一 行政委員

42 深川　一正 行政委員

43 西村　孝彦 行政委員

44 中村　伸一 行政委員

45 小倉　聡子 行政委員

46 長村　眞理子 行政委員

47 坂口　真弓 行政委員

48 滝口　和央 行政委員
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都市計画マスタープラン高津区構想検討委員会 委員名簿 
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都市計画マスタープラン宮前区構想検討委員会 委員名簿 

 
 



参考資料

２ 都市計画マスタープラン多摩区構想検討委員会 委員名簿

№ 氏 名 所属  № 氏 名 所属 

1 赤松 沙樹 公募 ○23島岡  功 まちづくり推進協議会 

2 秋貞  早苗 公募 24新海 利正 まちづくり推進協議会 

3 有村    仁 まちづくり推進協議会 ◎25杉下 禄郎 まちづくり推進協議会 

4 池野  廣 公募 26瀬下    勇 まちづくり推進協議会 

5 石橋  吉章 公募 27田嶋 郁雄 多摩区社会福祉協議会 

6 井田  安弘 公募 ○28田中 友章 公募 

○7 井出 正彦 多摩区町会連合会 29坪井  武信 公募 

8 井上  清 まちづくり推進協議会 30出口富士男 公募 

9 井上十三男 公募 31藤原  司 まちづくり推進協議会 

10 植田  治 公募 ○32松澤 弘安 セレサ川崎農業協同組合 

11 宇津原敏子 公募 33丸島 常隆 多摩区町会連合会 

12 江田 雅子 公募 ○34村田 芳郎 まちづくり推進協議会 

○13 大下 勝巳 公募 35村山  賢 まちづくり推進協議会 

○14 小川 貴之 公募 36武藤 啓司 公募 

15 小俣 正子 多摩区社会福祉協議会 37目黒  喜六 まちづくり推進協議会 

○16 河原 典子 公募 38山添 直樹 公募 

17 岸   隆 まちづくり推進協議会 39山田健治郎 公募 

18 北嶋  秀明 公募 40山本 一枝 まちづくり推進協議会 

19 北村 隆英 公募 41湯浅 安雄 公募 

20 木村  功 公募 42余川  辰哉 公募 

21 向後 康治 公募 43横瀬 匡志 公募 

22 佐藤由紀子 公募 44吉澤    保 まちづくり推進協議会 

◎：委員長／○：副委員長    （敬称略）
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