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ボランティア紹介

　各家庭での防災意識の向上を図るた
め、防災について話し合う（「家族防
災会議」）きっかけを作るため、会議
内容を書き込む『わたしの防災手帳』
を作成し、「家族防災会議」の普及・啓
発に向けて取り組んでいます。

　市内で唯一海に面している区として、
津波に対する区民の防災意識の向上を目的とする、「海
抜」と「浸水深」を記載した表示板を外国人市民にも
配慮した多言語表記（日本語、英語、中国語、韓国・
朝鮮語）で作成し、町内会・自治会の掲示板などを中
心に約900箇所に設置しました。

　平成 26 年から第５期区民会議がスタートし、地域
の実情に合った課題の解決に向けて調査審議を行い、
提言がなされました。

　夢見ヶ崎公園の魅力を高め、地域コ
ミュニティの拠点とするため、動物などを描いた分か
りやすい案内サインを作成・設置しています。（10基）
　見守り活動をする際のポイントや相談機関の連絡先
などを記載した「みんなで取り組む！見守り活動 はじ
めの一歩」を作成し、地域における見守り活動の裾野
を広げる取組を推進しています。

　環境対策のため、区民会議ではマイボ
トルを持参する取組を実施しています。
　子どもの健康づくりのため、なかはら親子体操「ミミ
ケロはっぴぃダンス！」の普及に取り組んでいます。
　「なかはらメディアネットワーク情報コーナー」を活
用し、効果的な情報発信を行っています。

　公園にかまどベンチを設置して地域
の防災訓練を実施するなど、コミュニティの活性化を
目指した取組を進めています。
　また、防災啓発パンフレット「我が家の防災力
チェック」を作成し、全戸配付した他、高津区防災
マップの内容を更新し、町内会・自治会の掲示板に掲
示しました。

　防災フェアを年１回開催するほか、
防災出前講座を拡充することで、防災意識・知識の普
及啓発を図っています。
　また、子どもが自由に遊ぶことのできる「冒険遊び
場」の普及活動支援のため、担い手の育成、シンポジ
ウムの開催等を行っています。

　身近にできる地球温暖化防止の取組
や資源循環型社会に向けた区民の環境
意識の向上を図るため、多摩区エコロジーライフ事業
を推進しています。
　多摩区民活動支援コーナーを多摩区民活動・交流セ
ンターとしてリニューアルしました。打合せスペース
の増設など機能を拡充し、市民活動団体の活動の輪が
拡がっています。

　「大地震から助かる命を守る」ために、
区民ができる対策として「家具転倒防止」を中心とし
たモデル事業を実施しました。その成果を活かし「自
分でできる家具転倒防止対策パンフレット」を作成し、
区民の防災意識の普及啓発に取り組んでいます。

　地域住民が自ら防災マップ
を作るためのマニュアルとし
て、『地域防災マップづくりの
すすめ』を作成しました。

●災害発生初期の自助の大切さ
の意識啓発

　見守り活動の普及・啓発を
図るため、特徴的な活動など
を紹介するパンフレットを作
成しました。

●高齢者の地域での見守りの促
進

　区内の自転車事故発生状況等
を調査し、危険箇所を地図上に
整理するとともに現地調査を行
い、事故原因の検討を行いまし
た。

●自転車通行環境の改善

　高齢者・障害者・子どもなど幅広い分
野の関係団体にヒアリングを実施すると
ともに、市内及び他都市の町内会・自治
会における特徴的な取組事例を収集し、
活性化の視点ごとに整理しました。

●誰もが暮らしやすいまちの実現
●地域コミュニティの活性化

　あさお子育てフェスタにおいて
区の魅力についてアンケート調査を
実施し、魅力に関わる団体の連携、
区のホームページの改善やキャッチ
フレーズの検討を提案しました。

●麻生区の魅力のブランド化とPR
　若い世代や地域（町内会・自
治会）、ＮＰＯ・大学・民間業
者等による地域ぐるみの仕組み
として、ネットワークの構築を
提案しました。

●空き家の利活用

　区内６か所のバス停に、名所
へのルートを案内する二次元
コードを設置し、体験イベント
等も実施しました。

●みやまえ魅力スポット・寄っ
てこ！ガイドの作成・設置

　小学校高学年を対象に、親子
で謎解き形式で地域資源の魅力
を学べるパンフレットを作成し
ました。

●みやまえハテナノタネ・自由
研究のＭｅ！の作成

　地域における顔の見える関係づくりの大切さを伝えるための
キャッチコピーを考えました。
　また、区民の意見も取り入れて、“向こう三軒両隣”の大切さを
広く周知するためのパンフレットを作成し、転入者に配付するなど
のＰＲ活動を展開していくことについて提案しました。

●「命を守る“向こう三軒両隣”」

各家庭での防災意識
の啓発
「わたしの防災手帳」
の作成

自転車利用者の意識
改善
高齢者向けの「体験
型」交通安全教室の
実施

地域コミュニティ、
みんなでまちをきれいに
区民祭でごみの分別
ゲームを実施

マンションにおける防災
対策とコミュニティづくり
情報交換・意見交換
を目的とした懇談会
の実施

ほっとやすらぎステー
ションを拡げよう
区内レストランに「ほっ
とやすらぎステーショ
ン」を設置

多摩区の魅力を掘り
起こし発信する
「私たちが暮らす街
『多摩区』」の制作

ボランティアの活動
促進
ボランティア参加のネッ
トワーク構築

　等々力ピカ美化大作戦の実施
　区民祭で川崎フロンターレ中原アシ
スタントクラブの協力の下、インター
ンシップの大学生による企画・運営で
ごみの分別ゲームを実施しました。多
くの親子連れに体験してもらうことが
できました。

　町内会・自治会や老人クラブなどと
連携し、加齢に伴う注意力・判断力の
低下が懸念される高齢者に対して、
「自転車シミュレーター」や「視野診
断計」などの機器を活用した体験型の
交通安全教室を実施しました。

　マンションにおける防災対策に関する
アンケート調査・ヒアリングを実施し、
区内50戸以上のマンションを対象に、情
報交換・意見交換を目的とした懇談会を
実施しました。また、フォーラムでは「今
できることからはじめよう！マンション
防災とコミュニティ」を開催しました。

　区内の店舗等での、地域包括支援セン
ターの連絡先を記載したカードの設置や、
地域の方が集えるイベントの開催など、
地域の居場所「ほっとやすらぎステーショ
ン」を各地に展開することを提案しまし
た。27年度は、区内レストランと連携し、
試行的にこの取組を実施しました。

　多摩区の魅力を捉えた映像（動画）を
区民が自ら広く発信するため、インター
ネット上に、その活動の拠点となる場所
（＝プラットフォーム）を設置し、区民
が参加してこれを運営していくことを提
案しました。また、動画サンプル「私た
ちが暮らす街『多摩区』」を制作しました。

　ボランティア情報の効果的な発信や
一元化等の機能を持つ「あさおボラン
ティア情報センター（仮称）」を拠点
とした、ボランティア参加のネットワー
クの構築について提案するとともに、
「健康寿命を延ばすには」をテーマに
区民会議フォーラムを開催しました。

　自転車交通安全キャンペー
ンや安全運転講習会の実施
の他、道路の危険箇所の現
地調査を実施しました。

●自転車の安全走行対
策と道路環境の整備

　「たかつあん☆あんフェ
スタ」で防災グッズを
展示し、自助意識の啓
発を行いました。

●防災に対する自助
意識の向上

　区役所で、月１～２回障害
者団体の活動紹介や自主製作
品の展示等を行う「ふくシティ
たかつ」を始めました。

●誰もが地域で交流する
「福祉」のまちを目指して

●啓発人形劇の公演
　ごみの分別を題材と
したオリジナル脚本の
啓発人形劇を人形劇団
ひとみ座が就学前児童
を対象に公演しました。

●啓発看板の設置
　川崎フロンターレの
選手を起用した中原区
らしいポイ捨て禁止看
板を作成し、鉄道駅等
に設置しました。

　武蔵小杉駅周辺地域
の清掃活動を区内全域
からの参加を呼びかけ、
実施しました。

●なかはら一斉クリーン
アップ大作戦の実施

第1～4期
　第１期から第４期区民会議で話し合われた課題
は、委員・区民・行政それぞれの役割のもとで連携
しながら課題の解決に向けた取組として地域で実践
されています。 

第5期

2016（平成28）年 10 月発行

　各区区民会議では、フォーラムや写真
展を開催し、区民のみなさんに活動内容
や提言を紹介し、課題解決のための取組
が広がるよう様々な工夫をしています。

川崎市市民文化局コミュニティ推進部区政推進課

　各区の委員同士が交
流し、情報交換を行い、
相互の連携を図るため、
区民会議交流会を開催
しています。
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第
１
期

　アメリカンフットボールワールド
カップ2007の開催に合わせて、Ｊ
Ｒ川崎駅から川崎球場までの動線を
花で飾る事業を実施しました。開催
後は川崎区エコプロジェクト事業と
して、公共施設等の植栽活動を継続
実施しています。

　子ども、高齢者、障害者なども含
め、誰でも気軽に参加できるスポー
ツを通じて、地域の交流を促進する
ため、「カローリング」を活用した
取組を実施しました。

　高齢者が安全・安心に地域の魅力
を知り、健康的に活用できるよう作
成したウォーキングガイドブックを
ウォーキングイベント等で配布しま
した。

　市内で唯一海に面している区とし
て、津波に対する区民の防災意識の
向上を目的として、「海抜」と「浸
水深」を記載した表示板を多言語表
記で作成し、町内会・自治会の掲示
板などを中心に約900箇所設置しま
した。

　各家庭での防災意識の向上を図る
ため、防災について話し合う（「家
族防災会議」）きっかけを作るた
め、会議内容を書き込む『わたしの
防災手帳』を作成し、「家族防災会
議」の普及・啓発に向けて取り組み
ました。

　第５期で取り組んだ「地域手作り
防災マップ」づくりの働き掛けを行
うとともに「地域防災マップづくり
のすすめ」の改訂版について審議し
ています。また、「わたしの防災手
帳」の普及・啓発のため防災訓練で
の配布など、機会を捉えて普及・啓
発する方法について審議しています。

第
２
期

第
３
期

第
４
期

第
５
期

第
６
期

課題 区のイメージアップ

取組 まちを花で飾る

課題 人づくり、世代のつ
ながり

取組 スポーツを通じた交
流の実施

課題 高齢者が安心安全に
外出できる環境整備

取組 ウォーキングガイド
ブックの作成、効果
的な活用

課題 津波をはじめとする
水害に対する区民の
防災意識の向上

取組 海抜・浸水深表示板
の設置

課題 各家庭での防災意識
の啓発

取組 「わたしの防災手帳」
の作成

課題 地域防災力の向上

取組 第５期区民会議で
取り組んだ「地域手
作り防災マップ」及
び「防災手帳」の普
及・推進

川崎区の取組　区民会議の調査審議の状況と課題解決に向けた主な取組

●次世代を担う子供の安全・安
心を中心とした地域子育て支援

　ながら見守り活動を呼びかける看
板を設置し、青色回転灯を装着した
車両でのパトロールを実施しました。

●地域コミュニティの充実

　外国人市民のための６言語の防災
マップ及び携帯用の緊急連絡カード
を作成しました。

●災害発生初期の自助の大切さの意識啓発

　区民の自助力の向上を図るため地域住民が自ら防災
マップが作れるように、マップの作成方法等をまとめ
た冊子「地域防災マップづくりのすすめ」を作成し、
手作り防災マップの普及・啓発を進めていくことを提
案しました。

●地域における見守り活動の充実

　地域住民による見守り活動を活性化するため、見守
り活動を行っている団体を対象にアンケート及びヒア
リング調査を実施し、特徴的な見守り活動を紹介する
パンフレットを作成し、地域住民による見守り活動を
普及・啓発していくことを提案しました。

●防災訓練

　防災訓練への外国人市民や障害
者などの参加促進のため、地域の
外国市民等も一緒になった防災訓
練（防災フェア）を実施しました。

●外国人市民向けメルマガの配信

　外国人市民向けに６言語による
携帯電話のメールマガジンの配信
を実施しました。

●地域や家庭での環境意識向上
のための啓発・教育

　ゴーヤ等による緑のカーテンづ
くり、公共施設の壁面緑化の推進、
小学生を対象とした環境エコを呼
び掛けるポスターの作成等を行い
ました。

●環境意識の高まりによる地域緑化促進

　区制40周年を記念して「区の花（ひ
まわり・ビオラ）」「区の木（銀杏・長十
郎梨）」を制定し、ロゴマークの作成や
イベントでの活用、植栽活動等、地域と
連携した取組を実施しました。

●自転車事故防止と防犯対策

　ながら運転の防止など、自転車
事故防止に向けてルールとマナー
を啓発する方法について審議して
います。

●地域による見守り活動の推進

　第５期に引き続き、特徴的な見
守り活動を紹介するパンフレット
を作成し、継続的に地域住民によ
る見守り活動を普及・啓発する取
組を審議しています。

●子ども育成支援団体同士の情
報交換会の継続的な開催・展開

　大師地区での情報交換会につい
て、事務局機能の担い手など継続
開催に向けた体制づくりや、子ど
も育成支援団体同士のネットワー
クの構築について審議しています。

●予防接種の接種率向上

　予防接種の接種率の低さの原因を探り、
また理解を深めるきっかけとするためア
ンケート調査を行い、予防接種の重要性
などの理解を深めるチラシを日本語に加
え、６言語で作成・配布しました。

●地域で子どもを支
える環境づくり

　子どもに関わる地域
活動団体同士の情報共
有や連携の仕組みづく
りを提案しました。

●外国人市民も住みやすいまちづくり

　区役所窓口職員を対象に相談内容や対応
方法などに関するアンケートを実施すると
ともに、区内外国人支援団体と連携し、外
国人市民の立場から見た区役所窓口のあり
方について調査を行い、多言語に対応した
区役所窓口問答集の作成を提案しました。

●地域全体で子育てを応援する
環境づくり

　区内中学生を対象に予防接種や
たばこの害などの健康出前講座を
実施しました。
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第
１
期

　区内にある各避難所で自主防災組
織などの団体が参加し、避難所運営
会議を実施することと、発災時に各
地域の実情に合った避難所運営とな
るよう、避難所訓練を実施しました。

第
２
期

第
３
期

第
４
期

第
５
期

第
６
期

課題 地域防災活動の推進

取組 各避難所における避
難所運営会議の設置
と、避難所訓練の実
施

　夢見ヶ崎動物公園周辺の魅力を向
上し、コミュニティ活動の交流拠点
として活用するため、地域の方々を
主体とする協議会を設置したほか、
区民と協働で分かりやすい案内サイ
ンを設置しました。

課題 地域コミュニティ活
動の推進

取組 夢見ヶ崎公園の魅力
向上に向けた検討

　平成23年3月のミックスペーパー・
プラスチック容器製包装の分別収集
開始をきっかけに、区民祭などのイ
ベントや、区内の小中学校でゲーム
形式の分別出前教室を開催し、区民
の意識啓発の取組を進めました。

課題 地域におけるエコ・
環境の推進

取組 ごみ分別出前教室の
実施

　中学生や地域の方々が地震などの
災害を想定してまちを歩き、危険な
場所や役立つ場所を地図に記す「マ
イ防災マップづくりワークショップ」
の実施など、区民の防災意識向上を
図る取組を推進しました。

課題 地域防災力の向上

取組 マイ防災マップの作
成

　町内会・自治会や老人クラブなど
と連携し、加齢に伴う注意力・判断
力の低下が懸念される高齢者に対し
て、「自転車シミュレーター」や「視
野診断計」などの機器を活用した体
験型の交通安全教室を実施しました。

課題 自転車利用者の意識
改善

取組 高齢者向けの「体験
型」交通安全教室の
実施

　様々な立場の人がヒヤリ・ハット
を感じる箇所、認知度の低い交通
ルール・マナーに関する調査を行い、
ハードとソフトの両面で交通安全対
策に係る効果的な取組の検討を行っ
たほか、調査結果を踏まえた交通
ルール・マナーに関するリーフレット
を作成し、啓発などを行いました。

課題 交通安全対策の推進

取組 主に子どもを交通事故
から守る取組に向けた
検討

●地域防犯活動の推進

　犬の散歩をしながら地域に目を向
けてもらい地域の防犯意識を高める
目的で「わんわんパトロール」の取
組を行いました。

●自転車の通行マナーの向上

　鹿島田駅周辺において、地元町内
会・自治会、商店会、小中学校と連
携した放置自転車対策等の啓発を行
いました。

●魅力づくりと市民活動の推進

　各団体が横につながるよう、日
吉地区の地域資源を活かした、団
体同士のネットワークづくりを進
めました。

●安心して子育てできる環境づ
くり

　子どもたちが地域の中で健全に
成長できるように、地域全体で子
育てを支えていく取組を進めまし
た。

●自転車に関わる交通安全

　交通ルール・自転車利用マナー
を学び理解する取組及び、交通
ルール・自転車利用マナーの違反
者に、守ることを呼びかける取組
を行いました。

●自転車の通行マナーの向上

　イベントでのマナーアップ啓発
活動の実施や、定期的な自転車の
マナーアップキャンペーンを行い
ました。

●夢見ヶ崎公園周辺の魅力発信

　夢見ヶ崎公園利用者のニーズ把
握調査の実施や、「夢こんさぁと」
と連携したイベントを同公園にて
開催しました。

●高齢者のサポート体制と地域
コミュニティ

　高齢者等を対象としたシンポジ
ウムの開催及び、地域交流等につ
いて掲載した「さいわい広報特別
号」の発行をしました。

●幸区の魅力発信

　30、40歳代の子育て世代に愛着を
もってもらえるよう、幸区の魅力を発
信するため、区の魅力と効果的な発信
方法についての調査を行いました。

●自転車通行環境の改善

　区内の自転車事故発生状況等
を調査し、危険箇所を地図上に
整理するとともに現地調査を行
い、事故原因の検討を行いまし
た。

●誰もが暮らしやすいまちの実現・
　地域コミュニティの活性化
　高齢者・障害者・子どもなど幅広い分野の
関係団体にヒアリングを実施するとともに、
市内及び他都市の町内会・自治会における特
徴的な取組事例を収集し、活性化の視点ごと
に整理しました。

●自転車の交通ルール遵守

　交通事故を目の前で再現し、
事故の怖さを実感するスケ
アード方式の交通安全教室を
開催しました。

●地域の見守り体制づくり

　ひとり暮らし高齢者等への
見守り方法などをまとめた冊
子を作成しました。

幸区の取組　区民会議の調査審議の状況と課題解決に向けた主な取組
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課題 　各委員及び区役所として環境対策
に取り組むことを議論し、「中原区
区民会議地球にいいことプロジェク
ト」として、会議でのペットボトル
のお茶を廃止したほか、地域や家庭
での実践活動を広めました。

地域で取り組む環境

対策

取組 わたしたちにできる
“環境”を考える

 「あいさつ」ポスターの町内会や
区内施設等への掲出や区民と行政の
協働による地域交流イベントの開催、
商店街や公共施設などへのマナーポ
スター掲出を通じた地域コミュニ
ティづくりを進めました。

課題 これからの地域コミュ
ニティづくりを考え
る

取組 地域コミュニティの場
の創出・「あいさつ」の
実践によるコミュニティ
づくり・商店街コミュ
ニティ事業の充実

　さまざまな世代に向けた「ぼうさ
い出前講座」や「防災紙芝居」の実
施、防災ネットワークエリアマップ
の作成などによる情報発信を行い、
人とのつながりを深めながら地域の
安全・安心の取組を進めました。

課題 安全・安心のきずな
づくりに向けて

取組 「ぼうさい出前講座」
や「防災紙芝居」の
実施と防災ネット
ワークエリアマップ
の作成

　自主防災組織の代表者などを対象
とした災害図上訓練（DIG）を実施
しました。そのほかにも市政だより
やホームページでの情報発信や大型
集合住宅への自主防災組織結成支援
などを実施しました。

課題 絆を深めて支え合う
防災体制づくり

取組 災害図上訓練
（DIG）の実施

　等々力ピカ美化大作戦の実施
　区民祭で川崎フロンターレ中原ア
シスタントクラブの協力の下、イン
ターンシップの大学生による企画・
運営でごみの分別ゲームを実施しま
した。多くの親子連れに体験しても
らうことができました。

課題 地域コミュニティ、
みんなでまちをきれ
いに

取組 区民祭でごみの分別
ゲームを実施

　弱者支援や世代交流による相互理
解の推進、地域情報の共有などを意
識しながら防災情報の発信・伝達や
避難所の開設・運営、災害に強いま
ちづくりについての各種提案をはじ
め、３つの部会に分かれ、体験型プロ
グラムなどの取組実践を行いました。

課題 災害に強い、ユニバー

サルなまちづくり

取組 地域防災など課題解
決に向けた各種取組
提案

●中原区の魅力の効果的な発信
と魅力を活用した地域住民交流

　区民が集い、区の魅力について
話し合い、交流につなげるワーク
ショップの開催や地域メディアな
どを活用した情報発信方法につい
て提案しました。

●子育て家庭と地域をつなぐ人と場づくり

　子どもと一緒に楽しめるミニコンサート
や食育の講演のほか、子育て中の保護者の
交流を目的とした「子育てふれあいカフェ」
の開催や、ママカフェの取組を他の施設で
も開催できるよう働きかけました。

●地域で支える高齢社会

　高齢者の健やかな生活を地域でど
う支えるかを考え、すこやか活動を
広めました。また、町内会館でお
しゃべり会を開催するなど、地域で
高齢者を支える取組も広がりました。

●地域の中の商店街

　商店街を地域コミュニティの場
として活用できるよう商店主が生
活実用講座を行う「商店街と連携
した地域のまちづくり推進事業」
が実施されました。

●地域に参加し、地域に学ぶ

　「区民交流サイト・webなかは
らっぱ」の開設や区役所の区民活
動支援コーナーがリニューアルさ
れ、地域活動に関する情報発信や
地域活動を促す取組を進めました。

●地域における子育て応援体制づくり

　子育て世代の支援ニーズを把握する
ためのアンケート調査の実施や区役所
のウッドデッキを活用した多世代交流
の場づくりの取組を行いました。

●体験型防災プログラムの実施

　親子サッカー教室イベントを活
用した防災啓発の取組として、非
常食づくりやロープ結び体験など
のほか、防災クイズラリーを開催
しました。

●中原区総合防災訓練の視察

　部会の委員を中心に区内で実施
した総合防災訓練の会場内の様々
な展示・体験ブースなどを視察し、
実際の体験を通して訓練に対する
意見・提案などを行いました。

●中原区総合防災マップについ
ての提案

　区が作成を進める総合防災マッ
プについて、区民会議が提案した
掲載内容の反映状況の確認やマッ
プの余白欄を活用した防災コラム
の掲載などを検討しています。

●啓発人形劇の公演

　ごみの分別を題材と
したオリジナル脚本の
啓発人形劇を人形劇団
ひとみ座が就学前児童
を対象に公演しました。

●啓発看板の設置

　川崎フロンターレの
選手を起用した中原区
らしいポイ捨て禁止看
板を作成し、鉄道駅等
に設置しました。

●まちの魅力を見つける

　区の魅力を見つけるヒントを学びながら収集した区
の魅力を調査・検証し、区民会議ホームページや委員
の出身団体の情報媒体などでの紹介のほか、ガイド
ブックの作成や「なかはらの歌」の演奏を通じた魅力
発信を行いました。

●地域で取り組む放置自転車問題

　放置自転車問題の解決に向けた具体的な取組事項を
まとめ、チラシなどを活用した自転車利用者に対する
マナー・モラル啓発活動や駅周辺の商店街における放
置自転車対策の取組を促進したほか、交通安全キャン
ペーンとともに区民会議の取組をアピールしました。

●中原区制40周年を迎えて

　「世代をこえて人がつながるなかは
らー未来に夢と希望を託してー」をテー
マに市民報告会を地域の魅力を伝える内
容とし、講演会のほか、ものづくり体験
や各種展示などを行いました。

●なかはら一斉クリーンアップ
　大作戦の実施
　地域活動の認知度向上や担い
手発掘などを目的に武蔵小杉駅
周辺地域の清掃活動への参加を
広く呼びかけ実施しました。

中原区の取組　区民会議の調査審議の状況と課題解決に向けた主な取組



10 11

第
１
期

第
２
期

第
３
期

第
４
期

第
５
期

第
６
期

課題 　マンション開発業者に対して、保
育施設の整備を要望しました。ま
た、子育て中の親の視点から情報を
提供する子育て情報紙「あったかつ
うしん」が発行されるようになりま
した。

子ども・子育て支援

取組 待機児童の解消や総
合的な子育て情報の
提供

　市災害用備蓄倉庫現地調査を実施
し、備蓄品リストの作成と掲示を行
いました。また、高津区防災マップ
を作成し、町会掲示板等への掲示を
行いました。

課題 地域防災とコミュニ
ティ

取組 備蓄品リストの整備
と避難所の周知

　モデル地区を２箇所選定し、世話
人会を設置して公園ミーティングを
開催しました。また、課題解決に向
け、掲示板や防災ベンチの設置、親
子防災教室や町内会イベントを実施
しました。

課題 地域でつながる新し
い形のコミュニティ
づくり

取組 公園を活用した新し
い形のコミュニティ
づくりの実施

　区民に身近な環境である公園をコ
ミュニティの核として活用し、地域
で活躍する「人づくり」をするた
め、花壇づくり普及による市民の公
園管理促進や、公園に関する情報発
信、公園関係団体のネットワークの
構築などを提案しました。

課題 地域防災の推進

取組 自助・共助による取
組の推進

　マンションにおける防災対策に関
するアンケート調査・ヒアリングを
実施し、区内50戸以上のマンショ
ンを対象に、情報交換・意見交換を
目的とした懇談会を実施しました。
また、フォーラムでは「今できるこ
とからはじめよう！マンション防災
とコミュニティ」を開催しました。

課題 マンションにおける
防災対策とコミュニ
ティづくり

取組 情報交換・意見交換
を目的とした懇談会
の実施

　「区民が思う避難所」と「想定さ
れる避難所の姿」にはギャップが生
じているという実態から、避難所に
ついてもっと知ってもらうために、
在宅避難を考慮した避難フロー入り
のパンフレットを作成しました。

課題 自助・共助による防
災力の向上

取組 安全に避難するため、
在宅避難を考慮した
避難フローの作成

課題

●放置自転車問題

　鉄道事業者に対して、駐輪場の整
備等を要請するとともに、自転車の
利用抑制を呼び掛けるチラシを作成
しました。

●安全・安心のまちづくり

　所管課に対して、防犯灯の
増設を要請しました。また、
防犯ステッカーを作成し、希
望する町内会へ配布しました。

●環境まちづくり

　環境意識の向上に向け、「緑の
カーテンコンテスト」や「たかつ
エコ・エネライフコンクール」を
実施しました。

●学校を活用した新しい形の
コミュニティづくり

　学校開放の参考事例を収集
し、活用の可能性や方向性、担
い手や課題について検討しまし
た。

●子どもの地域参加

　子どもの地域参加を広げるため、
７つの視点から考えるパンフレッ
トを作成しました。

●障害者に対する差別解消と理
解促進

　障害のある方へのヒアリングを
通じ、障害者に対する差別解消と
理解促進に向けたパンフレットを
作成しました。

●高齢者の生きがいづくり

　勉強会や現地視察を実施し、高
齢者の生きがいづくりについてま
とめる予定です。

●自転車の安全走行対策と道路
環境の整備

　自転車交通安全キャンペーンや
安全運転講習会の実施の他、道路
の危険箇所の現地調査を実施しま
した。

●防災に対する自助意識の向上

 「たかつあん☆あんフェスタ」
で防災グッズを展示し、自助意識
の啓発を行いました。

●誰もが地域で交流する「福祉」
のまちを目指して

　区役所で、月１～２回障害者団
体の活動紹介や自主製作品の展示
等を行う「ふくシティたかつ」を
始めました。

●「町内会組織加入」に向け
たアプローチ

　町内会連合会の協力もあり、
一部のマンションでは自主防災
組織の結成につながりました。

●自転車の安全運転

　自転車が加害者にも被害者にもならない
ようにとの視点から、溝口駅周辺道路につ
いて、自転車で走行する上での危険箇所・
要注意箇所の現地調査を行い、区役所や警
察署に改善を要請しました。

高津区の取組　区民会議の調査審議の状況と課題解決に向けた主な取組
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課題 　5人の区民の方が「宮前区シニア
アドバイザー」に就任し、「よろず
シニア本舗みやまえ」でのシニアラ
イフ相談を実施しました。また、シ
ニア世代が地域活動を始めるにあた
り必要なことを学ぶ「地域コーディ
ネートを学ぶ講座」を開催しました。

団塊の世代による高

齢者福祉のサポート

取組 シニアライフ相談窓
口の開設、担い手の
育成

　「自分の責任で自由に遊ぶ」が
モットーのプレーパーク「冒険遊び
場」を区内で広め、次世代育成の場
の確保や地域コミュニティの活性化
を図るため、出張冒険遊び場や、冒
険遊び場づくり講座を実施しました。

課題 「冒険遊び場」を広め
よう！

取組 公園などを活用し地
域が主体で行う冒険
遊び場を支援

　坂道が多い宮前区の特徴をポジ
ティブにとらえ、まちの魅力や健康
づくりにつなげるため、坂道を活か
した活力づくりとして「みやまえ坂
道ウォーク」を発刊し、ラリー形式の
坂道ウォーク企画やポールウォーキ
ングの講座開催などを実施しました。

課題 坂道を活かした活力
づくり

取組 坂道ガイドマップの
作成、ウォーキング
イベントの開催

　区民に身近な環境である公園をコ
ミュニティの核として活用し、地域
で活躍する「人づくり」をするた
め、花壇づくり普及による市民の公
園管理促進や、公園に関する情報発
信、公園関係団体のネットワークの
構築などを提案しました。

課題 環境を活かした「人
づくり」

取組 コミュニティの核と
しての公園活用

　区内の店舗等での、地域包括支援
センターの連絡先を記載したカード
の設置や、地域の方が集えるイベン
トの開催など、地域の居場所「ほっ
とやすらぎステーション」を各地に
展開することを提案しました。27
年度は、区内レストランと連携し、
試行的にこの取組を実施しました。

課題 ほっとやすらぎステー
ションを拡げよう

取組 区内のレストランに
「ほっとやすらぎス
テーション」を設置

　支援や支えが必要な人の存在に気
づき、様々な地域福祉のしくみにつ
なげる「周知・案内役」としての
「地域福祉コンシェルジュ」の構想
を啓発、推進するために、地域福祉
の制度や相談先についての講座を開
催したほか、福祉フェスティバルの
カフェブースに参加し、広報を行い
ました。

課題 地域で気づき、福祉
につなぐマインドの
醸成

取組 「地域福祉コンシェ
ルジュ構想」の推進

●みやまえ魅力スポット・寄ってこ！ガイドの作成・設置

　区内６か所のバス停に、各所へのルートを案内する二次元
コードを載せたステッカーを貼付することで、区内の魅力スポッ
トに立ち寄るきっかけづくり
を行うとともに、体験イベ
ント等も実施しました。

●みやまえハテナノタネ・自由研究のMe！の作成

　親子で楽しみながら地
域の魅力を学べるよう、
小学校高学年を対象に、
謎解き形式で学べるパン
フレットを作成しました。

●宮前区のカルタをつくろう！

　子どもから大人まで幅広い世代が関わりながら地域資源を掘
り起こし、各地域の魅力に気づくことで、区民に地域への愛着
を深めてもらうことを目的に、7中学校区の「みやまえカルタ」
を作り、「ジャンボカルタ大会」を開催しました。

●みやまえスモールビジネスネットワーク構想

　区内で物づくり等を行う人たちを集めた意見交換会を３回開
催し、地域でつながりながら、地域での活動を通じて地域貢献
を目指すためのネットワークの構築に向けた検討を行いました。
また、SNSを用いた交流や地域イベントへの参加・協力等の仕
組みづくりに取り組みました。

●心を育む「世代間交流」

　人とのつながり・地域への帰属意識の希薄化を課題とし、世代間交流に取り組
む様々な団体へのサポート、世代間での対話につながる企画実施、区誕生40周
年に向けたアーカイブ事業の実施などを提案しました。提案を受けて、既存のイ
ベントである「夏休み子どもあそびランド」がさらに世代間交流の機会となるよ
う、「遊びの達人養成講座」を新たに設け、世代間交流の担い手の育成を図ってい
ます。

●宮前区の魅力や楽しみ方を発信しよう

　区民目線での情報発信が必要という視点に立ち、区民が記
者となり、取材から紙面構成まで一貫して関わり制作する転
入者向け情報誌「ぐるっとみやまえ」を発行し、転入手続き
の際に配布しました。また、区役所、出張所、行政サービス
コーナー等に配架するとともに、区ホームページでもダウン
ロードできるようにしました。

●小学校区単位で地域の特性を活かし
たコミュニティの促進

 子ども安全・安心協議会と連携し、
地域安全マップの作成等をするととも
に、地域コミュニティの大切さを伝え
るため、映画「オオカミの護符」の上
映会を蔵敷商店会との協働により実施
しました。

●「地域のたまり場」の創出

　提案を受けて、鷺沼地区
で町内会館を利用した地域
交流スペースを開設し、健
康マージャンと健康づくり
講座を開催しました。

宮前区の取組　区民会議の調査審議の状況と課題解決に向けた主な取組
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課題 　生活環境やライフスタイルの変化に
伴い、子どもを取り巻く環境も変化し
ていることから、運動場や公園など周
辺の自然環境の中で子どもの想像力を
培う「子どもの外遊び」の場を地域で
つくることを提案しました。また、具
体的な効果を検証するため、候補地を
選定しモデル事業を実施しました。

子どもが外遊びを体
験できるしくみづく
り

取組 外遊びの候補地の検
討及びモデル事業の
実施

課題 　町内会・自治会は、地域の様々な課

題を解決し、明るく住みやすいまちを

維持するための活動等を支える基盤と

なっていますが、加入率の低下や活動

参加者の固定化、後継者不足などが喫

緊の課題となっているため、加入促進

の取組の実施等について提案しました。

コミュニティづくり

取組 町内会・自治会への
加入促進

　より良い環境を次世代へとつなげ
ていくため、家庭でのCO2削減に向
けた取組の主体となる区民の意識向
上や具体的に取り組む動機付けとな
るような、体験しながら効果が学べ
る講座等の取組や、多様な主体が連
携した啓発の実施等を提案しました。

課題 家庭でできる地球温
暖化防止

取組 区民の環境に対する
意識の向上

　自然災害に対する一人ひとりの危
機意識を高め、“自助”、“共助”の
必要性を理解し、具体的な行動に結
びつけていくため、自然災害に関す
る情報の周知や誰もが安全に避難所
にたどり着けるしくみづくり、防災
に関する中・高・大学生との連携に
ついての取組を提案しました。

課題 いざという時に助け
合えるしくみづくり

取組 区民の防災意識を高
めていく

　大きな災害などの非常時は、地域に

おける顔の見える関係がより重要にな

るとの考えから、キャッチコピー「命を

守る“向こう三軒両隣”」を考えました。

　また、この考え方の大切さを広く周

知するためのパンフレットを作成し、

転入者に配布するなどのPR活動を展

開していくことを提案しました。

課題 日頃の住民をつなぐ
取組が減災につなが
る

取組  「命を守る“向こう
三軒両隣”」の PR

　子育て世代を中心とする若い人が
住みやすいまちを目指し、子どもが
のびのびと遊ぶことができ、コミュ
ニティの核となる公園づくりを地域
の実情に合わせて進めるため、地域
住民による管理運営を効果的に促進
するための方策を審議しています。

課題 若い人に住んでもら
えるまちづくり

取組 公園の魅力アップに
向けた地域住民によ
る管理運営の促進

●多摩区の魅力を掘り起こし発信する

　多摩区の魅力を捉えた映像（動画）を区民が自ら広く発信
するため、インターネット上に、その活動の拠点となる場所
（＝プラットフォーム）を設置し、区民が参加して運営して
いくことを提案しました。また、動画サンプル「私たちが暮
らす街『多摩区』」を制作しました。

●子どもが育つ環境からみた世
代間交流

　子育て世代が抱える課題等を踏
まえ、子どもがたくましく育つ環
境づくりとしての世代間交流推進
や、多世代が集う公園を中心とし
た地域づくり等を提案しました。

●多摩区の道路整備

　地域特性に合わせた道路整備や
交通弱者の視点にたった歩道・車
道の現状把握の必要性の視点から、
稲生橋交差点の渋滞解消や住民主
体の取組等について提案しました。

●藤子・Ｆ・不二雄ミュージア
ムへのアクセスロード整備

　藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムの
開館を見据え、安全なアクセスルー
トの検討や花壇の充実、歩道のバリ
アフリーなどアクセスロードの環境
整備について提案を行いました。

●区民活動情報ひろばの構築

　地域の中で豊かな生活を営むこ
とができるように、地域情報を区
民が提供し合い、交流し合うこと
ができるしくみを構築することを
提案しました。

●駅前広場等を活用したコンサー
ト等の実施によるまちおこし

　地域が主体となり区内の駅前広
場等を音楽や文化を発表できる場
として活用し、まちおこしや地域
コミュニティの活性化につなげる
ことを提案しました。

●市民活動支援拠点の拡充

　区内の市民活動をより充実させ
るため、市民活動支援の拠点と
なっている区役所庁舎内の区民活
動支援コーナーの拡充を提案しま
した。

●地域が主体となった観光の推進

　区の資源を活かした観光の取組
を地域ぐるみで推進するため、専
門知識を持つ人材をつなぐ仕組み
づくりや観光ガイドの育成等を提
案しました。

●自転車の交通安全

　自転車利用者の事故防止や交通
マナーの向上を図るため、効果的
なチラシ配布や様々な手法を用い
た啓発の実施について提案しまし
た。

●コミュニティ交流の促進

　地域コミュニティの活性化を図
るため、「多摩区コミュニティ施
設マップ」を作成し、既存の施設
や取り組まれている事業を効果的
にPRし、活用促進することなど
を提案しました。

●顔の見える地域に根ざした「絆」を構築する

　地域の活動・イベントに参加してもらうしかけ
づくりや地域コミュニケーションの再生を図るた
めのイベントカレンダーの作成、健康・食育を
テーマとする活動の支援、挨拶運動の展開の取組
を提案しました。

●地域包括ケアシステムの推進による地域力向上

　地域包括ケアシステムを多くの区民に知っても
らい、自らの“自助”や地域における“互助”の
活動に自分事として積極的に取り組んでもらうた
めの方策を審議しています。

　子育て世代を中心とする若い人が
住みやすいまちを目指し、子どもが
のびのびと遊ぶことができ、コミュ
ニティの核となる公園づくりを地域
の実情に合わせて進めるため、地域
住民による管理運営を効果的に促進
するための方策を審議しています。

多摩区の取組　区民会議の調査審議の状況と課題解決に向けた主な取組
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課題

課題 　通学児童の安全確保等に向けて各
種団体等の取組事例を収集し、情報
共有を図るため、区民会議ニュース
等で広報を行いました。
　また、地域での主体的な取組を支
援するため、腕章や地域活動用ベス
ト、立て看板等を製作しました。

こどもの見守り～地
域のつながり「あい
さつ」がはじまり～

取組 広報の活用、町内会・
自治会等既存組織と
の連携

　エコのまち麻生の推進のため、環
境学習資料「麻生区エコカルテ」の
作成・配布や東京農業大学及び区内
農家の協力で生ごみリサイクルと地
産地消のモデル事業等を実施しまし
た。

課題 エコのまち麻生の推
進

取組 生ごみリサイクル、
都市農業振興、緑地
保全のまちづくり、
麻生区エコカルテの
活用

　循環型のまちをめざし、各家庭で
できる「ごみの減量」や「リサイク
ル」に着目し、市民アンケートや先
進自治体へのヒアリング等を実施す
るとともに、写真展や、生ごみリサ
イクルモデル事業を実施しました。

課題 循環型のまち・生ご
みリサイクル

取組 生ごみ減量化・リサ
イクル普及啓発

　「大地震から助かる命を守る」た
めに区民ができる対策として「家具
の転倒防止」を中心としたモデル事
業を実施しました。その検証を踏ま
え、「大地震から命を守る」ための
考え方や参考情報を区民向けに分か
りやすくまとめたパンフレット案を
作成しました。

課題 安全・安心のまちづ
くり

取組 区民に身近なモデル
事業の実施

　ボランティア情報の効果的な発信
や一元化等の機能を持つ「あさおボ
ランティア情報センター（仮称）」
を拠点とした、ボランティア参加の
ネットワークの構築について提案す
るとともに、「健康寿命を延ばすに
は」をテーマに区民会議フォーラム
を開催しました。

課題 ボランティアの活動
促進

取組 ボランティア参加の
ネットワーク構築

　子どもを含めた若い世代が、麻生
区にふるさととしての魅力を発見し、
住み続けたいと思うことで、活気あ
るまちづくりにつなげることをめざ
しており、区民へのヒアリング調査
等を実施し、魅力の発信方法等につ
いて検討しています。

課題 ふるさと麻生づくり
～愛着と誇りの醸成～

取組 ふるさととしての麻
生区の魅力を発信す
る

●市民活動推進

　こども文化センターについて、
ヒアリング調査等を実施し、積極
的な広報、各施設間の連携や区民
が利用しやすい施設運用を検討し
ました。

●文化・芸術のまちづくり

　川崎・しんゆり芸術祭2009開
催を受け、「市民参加の芸術祭」
の取組を検討しました。また、絵
画展の開催や美化清掃活動に参加
しました。

●異世代間の交流

　専修大学、保育園等と協働して、
区内の施設で「エコバックづく
り」や「エコかるた」による交流
会を実施しました。

●グリーンアップ・里山ボラン
ティア

　未整備の緑地について、市民ボ
ランティアの力を活用しての保全
活動を実施しました。

●高齢者・障がい者などが暮ら
しやすい環境づくり

　高齢化や、近隣関係の希薄化な
どを受け、地域で支えあうコミュ
ニティシステムの視点からヒアリ
ング調査等を実施しました。

●区民が主体となって進める芸
術・文化のまちづくり

　芸術・文化のまちづくりの形を
検討するため、文化芸術団体にヒ
アリング調査等を実施しました。

●麻生区の魅力のブランド化とPR

　あさお子育てフェスタにおいて区
の魅力についてアンケート調査を実
施し、魅力に関わる団体の連携、区
のホームページの改善やキャッチフ
レーズの検討を提案しました。

●空き家の利活用

　若い世代や地域（町内会・自治
会）、ＮＰＯ・大学・民間業者等に
よる地域ぐるみの仕組みとして、
ネットワークの構築を提案しました。

●地元農産物と地域の交流

　区内の各小学校に農業体験・食育に関
する取組についてアンケート調査を実施
し、王禅寺小学校をモデル校に選定しま
した。

●高齢者が輝く地域づくり

　元気高齢者の地域参加の場として「老
人いこいの家」に着目し、運営委員と利
用者にアンケートを実施しました。

●若者が住みたくなる魅力あるまちづくり

　「子育てしやすい環境づくり」と「芸術・文化
のまちづくり」についてヒアリング調査などを実
施し、現場の課題を抽出しました。
　モデル事業「あさお子育てフェスタ」を開催し
ました。

●活動参加による仲間づくり・絆づくり・地域づくり

　まだ地域活動に参加していない区民に参加してもらうことを目指し
ており、興味・関心を持ってもらうためには、地域活動を知る又は体
験する機会が必要と考え、区民会議フォーラムで「麻生区の地域活動
を知ろう・つながろう・楽しもう」をテーマとしたキックオフイベン
トを開催します。

　循環型のまちをめざし、各家庭で
できる「ごみの減量」や「リサイク
ル」に着目し、市民アンケートや先
進自治体へのヒアリング等を実施す
るとともに、写真展や、生ごみリサ
イクルモデル事業を実施しました。

麻生区の取組　区民会議の調査審議の状況と課題解決に向けた主な取組
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【資料編】各区区民会議委員名簿

【川崎区】

　藍原　　晃 (連合町内会)

　青木恵美子 (公募)

☆荒井　敬八 (公募)

　石渡與惣右衛門 (連合町内会)

　猪熊　俊夫 (かわさきタウンマネージメント機関)

★魚津　利興 (商工会議所)

　遠藤　恭正 (かわさきタウンマネージメント機関)

　藍原　　晃 (連合町内会)

☆荒井　敬八 (文化協会)

　猪熊　俊夫 (かわさきタウンマネージメント機関)

★魚津　利興 (商工会議所)

　菊地　弘毅 (医師会)

　木島　千栄 (公募)

　島田　潤二 (連合町内会)

　赤間　靖夫 (まちづくりクラブ)

☆荒井　敬八 (文化協会)

　石渡　勝朗 (保護司会)

　猪熊　俊夫 (かわさきタウンマネージメント機関)

★魚津　利興 (商工会議所)

　木島　千栄 (公募)

　小泉　忠之 (民生委員児童委員協議会)

☆島田　潤二 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　藍原　　晃 (連合町内会)

　赤間　靖夫 (まちづくりクラブ)

　新井　一成 (公募)

☆新井トキ子 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　石渡　勝朗 (保護司会)

　岩瀬　絹代 (公募)

　木島　千栄 (公募)

　小泉　忠之 (民生委員児童委員協議会) 

　赤間　靖夫 (まちづくりクラブ)

　新井　一成 (公募)

★新井トキ子 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　荒巻　裕子 (区長推薦)

☆石渡　勝朗 (保護司会)

　岩瀬　絹代 (公募)

　金岩　勇夫 (かわさき歴史ガイド協会)

　新井　一成 (公募)

★新井トキ子 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　岩瀬　絹代 (公募)

　浦野　一吉 (連合町内会)

　江守千惠子 (かわさき歴史ガイド協会)

　木村　一三 (まちづくりクラブ)

　須山　令子 (社会福祉協議会)

　小笠原　功 (公募)

　金岩　勇夫 (文化協会)

　島田　潤二 (連合町内会)

　須山　令子 (社会福祉協議会)

　田辺　冨夫 (まちづくりクラブ)

☆弾塚　　誠 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　中村　紀子 (かわさき歴史ガイド協会)

　須山　令子 (保護司会)

　田辺　冨夫 (まちづくりクラブ)

☆弾塚　　誠 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　冨田　順人 (社会福祉協議会)

　長島　　亨 (連合町内会)

　朴　　栄子 (川崎市ふれあい館)

　長谷川幸子 (民生委員児童委員協議会)

　鈴木　　真 (医師会)

　須山　令子 (民生委員児童委員協議会)

　田辺　冨夫 (まちづくりクラブ)

　冨田　順人 (社会福祉協議会)

　長島　　亨 (連合町内会)

　朴　　栄子 (川崎市ふれあい館)

　秦　　琢二 (ＰＴＡ協議会)

　服部　正夫 (区長推薦)

　鈴木　　真 (医師会)

　　知念ジョアンナ (区長推薦)

　髙橋　ロサ (区長推薦)

★寺尾　宇一 (商工会議所)

　冨田　順人 (社会福祉協議会)

　戸村　正房 (かわさきタウンマネージメント機関)

　秦　　琢二 (ＰＴＡ協議会)

　原　千代子 (区長推薦)

　　知念ジョアンナ (区長推薦)

　塚原　晴美 (ＰＴＡ協議会)

　寺尾　宇一 (商工会議所)

　戸村　正房 (かわさきタウンマネージメント機関)

　中村紀美子 (文化協会)

　埜瀬　晴美 (公募)

　朴　　昌浩 (公募)

　髙橋　順子 (市民健康の森海風の森をＭＡＺＵつくる会)

　知念ジョアンナ (区長推薦)

　塚原　晴美 (ＰＴＡ協議会)

☆戸村　正房 (かわさきタウンマネージメント機関)

　堂本　典子 (商工会議所)

　中村紀美子 (文化協会)

　能條　重信 (公募)

　朴　　栄子 (川崎市ふれあい館)

　長谷川幸子 (民生委員児童委員協議会)

　原田　　歩 (市民健康の森海風の森をＭＡＺＵつくる会)

　古川　博子 (ＰＴＡ協議会)

　星川　孝宜 (公募)

　森　　教祐 (保護司会)

　吉邨　泰弘 (医師会)

　秦　　琢二 (ＰＴＡ協議会)

　原田　　歩 (市民健康の森海風の森をＭＡＺＵつくる会)

　藤岡　玲子 (公募)

　古川　博子 (ＰＴＡ協議会)

　星川　孝宜 (公募)

　宮崎とみ子 (公募)

　吉野智佐雄 (かわさき歴史ガイド協会)

　原　　紀夫 (区長推薦)

　深澤　香織 (区長推薦)

　藤岡　玲子 (市民健康の森海風の森をＭＡＺＵつくる会)

　星川　孝宜 (公募)

　宮崎とみ子 (公募)

　吉野智佐雄 (かわさき歴史ガイド協会)

　鷲頭多加志 (公募)

　深澤　香織 (区長推薦)

　藤岡　玲子 (市民健康の森海風の森をＭＡＺＵつくる会)

　森脇　卓郎 (区長推薦)

　高橋　義光 (区長推薦)

　藤又　裕之 (区長推薦)

　吉野智佐雄 (かわさき歴史ガイド協会)

　米山　　実 (文化協会)

　畑　　敏雄 (社会福祉協議会)

　原　千代子 (区長推薦)

　原田　　歩 (市民健康の森海風の森をＭＡＺＵつくる会)

　深瀬欣之助 (連合町内会)

　藤村　　稔 (商工会議所)

　森脇　卓郎 (区長推薦)

　山田　義孝 (民生委員児童委員協議会) 

　埜瀬　晴美 (公募)

　原　千代子 (区長推薦)

　朴　　昌浩 (公募)

　峯尾　　照 (民生委員児童委員協議会) 

　森脇　卓郎 (区長推薦)

　澤　義子 (保護司会)

★：委員長　☆：副委員長　 【敬称、団体名の区名省略】

区民会議フォーラム・７区交流会等の様子

〈フォーラムの様子〉

〈７区交流会の様子〉

〈区民祭でのシール投票アンケート〉 〈全体会議の様子〉

〈区民会議のあゆみ〉

＜第１期区民会議委員名簿＞

＜第２期区民会議委員名簿＞

＜第３期区民会議委員名簿＞

＜第４期区民会議委員名簿＞

＜第５期区民会議委員名簿＞

＜第６期区民会議委員名簿＞
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【幸区】 【中原区】

　青山　　一 (自主防災連絡協議会)

　荒井　康男 (医師会)

　今井　淑子 (市民活動懇談会)

　小保方健次 (子ども会連合会)

　小島　春男 (町内会連合会)

　小林　　豊 (社会福祉協議会)

　齋藤　　茂 (ＰＴＡ協議会)

　生冨　公明 (公募)

　尾澤　良二 (商店街連合会)

　小須田和昭 (市民健康の森を育てる会)

　酒井不二雄 (川崎中原工場協会)

　佐野　愛子 (公募)

　杉野　茂彦 (民生委員児童委員協議会)

　鈴木眞智子 (区長推薦)

　髙島　厚子 (文化協会)

　荒井　康男 (医師会)

　石野　　實 (公募)

　猪股　清二 (社会福祉協議会)

　今井　淑子 (市民活動懇談会)

　加藤　康夫 (自主防災連絡協議会)

　神谷　厚子 (子ども会連合会)

　菅野　具江 (ＰＴＡ協議会)

　稲富　正行 (川崎地域連合中原地区連合)

　大下由美子 (ＰＴＡ協議会)

　川連　昌久 (商店街連合会)

　佐野　愛子 (公募)

　杉野　茂彦 (民生委員児童委員協議会)

☆鈴木眞智子 (「とどろき水辺の楽校」)

☆竹井　　斎 (まちづくり推進委員会)

　辻　　正人 (子ども会連合会)

　荒井　康男 (医師会)

　石野　　實 (民生委員児童委員協議会)

　石原　陽子 (自主防災連絡協議会)

　押山　兼二 (交通安全対策協議会)

☆神谷　厚子 (子ども会連合会)

　神谷　美和 (夢こんさぁと実行委員会)

　北野　正司 (公募)

　青木　英光 (社会福祉協議会)

　板倉　　徹 (まちづくり推進委員会)

　稲富　正行 (川崎地域連合中原地区連合)

　大下由美子 (ＰＴＡ協議会)

　岡本　治子 (区長推薦)

　川﨑グラディス (公募)

☆川連　昌久 (商店街連合会)

　石原　陽子 (自主防災連絡協議会)

　押山　兼二 (交通安全対策協議会)

☆神谷　厚子 (子ども会連合会)

　神谷　美和 (夢こんさぁと実行委員会)

　小泉実意子 (医師会)

　古場　敏光 (まちづくり推進委員会)

　近藤　多恵 (「日吉のわッ」実行委員会)

　青木　英光 (社会福祉協議会)

　石井　康昭 (町内会連絡協議会)

☆板倉　　徹 (まちづくり推進委員会)

　伊藤　　久 (川崎中原工場協会)

　稲富　正行 (川崎地域連合中原地区連合)

　梅原　英毅 (ボーイ＆ガールスカウト中原区協議会)

　岡本　治子 (区長推薦)

　青木　晴彦 (医師会)

　阿部　法弘 (ＰＴＡ協議会)

　飯島　忠男 (公募)

　伊藤　善通 (公募)

　大澤　義和 (保護司会)

　押山　兼二 (交通安全対策協議会)

　小野　　偉 (ＣＣさいわい)

　石川喜久雄 (商店街連合会)

★板倉　　徹 (まちづくり推進委員会)

　井上　　剛 (区長推薦)

　岩崎　貴志 (川崎地域連合中原地区連合)

　梅原　英毅 (ボーイ＆ガールスカウト中原区協議会)

　尾木孫三郎 (自主防災組織連絡協議会)

　梶川　明美 (文化協会)

　青木　晴彦 (医師会)

　阿部　稔子 (「日吉のわッ」実行委員会)

　阿部　法弘 (ＰＴＡ協議会)

　飯島　忠男 (公募)

　板橋　洋一 (保護司会)

　伊藤　善通 (公募)

　大野　勝彦 (保護司会)

　小野　晴子 (公募)

　安藤　　均 (小杉駅周辺エリアマネジメント)

　伊藤　初美 (町内会連絡協議会)

☆井上　　剛 (区長推薦)

　岩崎　貴志 (川崎地域連合中原地区連合)

　内田　治彦 (自主防災組織連絡協議会)

　梅原　英毅 (ボーイ＆ガールスカウト中原区協議会)

　小野山利江子 (総合こどもネットワーク)

　梶川　明美 (文化協会)

　酒井　道子 (公募)

　佐藤　忠次 (文化協会)

☆庄司　佳子 (さいわいリバーウォッチング実行委員会)

　末兼　　卓 (公募)

　菅野　勝之 (まちづくり推進委員会)

　綱川　幸子 (老人クラブ連合会)

　手塚　善雄 (文化協会)

☆竹井　　斎 (まちづくり推進委員会)

　内藤　幸彦 (公募)

　仁上喜久夫 (川崎中原工場協会)

　芳賀　　誠 (区長推薦)

　原　　良三 (社会福祉協議会)

　東田　乗治 (青少年指導員連絡協議会)
☆藤枝　重之 (町内会連絡協議会)

　松本　玲子 (子育て支援推進実行委員会)

　酒井　　清 (保護司会)

　佐藤　忠次 (文化協会)

★庄司　佳子 (矢上川で遊ぶ会)

　菅野　勝之 (まちづくり推進委員会)

　髙瀨　芳江 (公募)

　綱川　幸子 (老人クラブ連合会)

　沼田　孝夫 (町内会連合会)

　冨岡茂太郎 (社会福祉協議会)

　内藤　幸彦 (公募)

　芳賀　　誠 (区長推薦)

★藤枝　重之 (区長推薦)

　藤嶋とみ子 (文化協会)

　本目　さよ (公募)

　松原　清一 (自主防災組織連絡協議会)

　松本　玲子 (子育て支援推進実行委員会)

　君和田　孝 (町内会連合会)

　小林　伸行 (保護司会)

　齋藤　　茂 (ＰＴＡ協議会)

　酒井　　清 (文化協会)

　鈴木　忠夫 (日吉商店街連合会)

　高橋美三子 (公募)

　土倉　護曜 (社会福祉協議会)

☆杉野　茂彦 (公募)

★鈴木眞智子 (「とどろき水辺の楽校」)

　反町　充宏 (公募)

　寺岡　　滋 (公募)

　冨岡茂太郎 (民生委員児童委員協議会)

　芳賀　　誠 (区長推薦)

　藤嶋とみ子 (文化協会)

　酒井　　清 (文化協会)

　鈴木　忠夫 (日吉商店街連合会)

　鈴木奈美枝 (保護司会)

　鈴木　　都 (公募)

　戸張　一吉 (老人クラブ連合会)

　楢林　照江 (社会福祉協議会)

★西野　恭一 (町内会連合会)

　尾木孫三郎 (自主防災組織連絡協議会)

★川連　昌久 (商店街連合会)

　反町　充宏 (区長推薦)

　但野　文子 (ＰＴＡ協議会)

　塚本　りり (公募)

　寺岡　　滋 (公募)

☆冨岡茂太郎 (民生委員児童委員協議会)

　神谷　　修 (区長推薦)

　近藤　多恵 (「日吉のわッ」実行委員会)

　佐々木　繁 (公募)

　佐藤　例藏 (老人クラブ連合会)

　高橋　　希 (日吉商店街連合会)

　楢林　照江 (社会福祉協議会)

　成川　慎一 (自主防災連絡協議会)

　園部　絹代 (区長推薦)

　反町　充宏 (公募)

　田中　　明 (社会福祉協議会)

　塚本　りり (小杉駅周辺エリアマネジメント)

　長尾ヒロミ (ＰＴＡ協議会)

　仲亀　依子 (区長推薦)

　中森ジュリアみどり (公募)

　金田さとみ (子ども会連合会)

　鎌田　次男 (民生委員児童委員協議会)

　神谷　　修 (区長推薦)

　ケオパサート　ラツァミチャン (区長推薦)

　坂口　　功 (老人クラブ連合会)

　佐野　禎彦 (民生委員児童委員協議会)

　渋谷多美枝 (公募)

　高橋　　希 (日吉商店街連合会)

　児玉　儷子 (社会福祉協議会)

　鈴木　功士 (区長推薦)

　鈴木　晴美 (ＰＴＡ協議会)

　関口　　清 (まちづくり推進委員会)

　田邉　静江 (民生委員児童委員協議会)

　中森ジュリアみどり (公募)

★成田　孝子 (区長推薦)

　萩原ひとみ (川崎中原工場協会)

　成田　信子 (公募)

　根本　　健 (公募)

　萩原　保夫 (民生委員児童委員協議会)

★葉山　直次 (保護司会)

　深瀬　和則 (日吉商店街連合会)

　松世三重子 (ロビーコンサート実行委員会)

　安岡　信一 (交通安全対策協議会)

　水品　美香 (ＰＴＡ協議会)

　三竹　和子 (民生委員児童委員協議会)

　宮本　良彦 (川崎地域連合中原地区連合)

　村上　好正 (商店街連合会)

　モハッマド・アンワル (公募)

★横川　郁子 (区長推薦)

　吉房　正三 (交通安全対策協議会)

☆萩原　保夫 (民生委員児童委員協議会)

　深瀬　和則 (日吉商店街連合会)

　松世三重子 (ロビーコンサート実行委員会)

　松脇　正隆 (公募)

　三浦　敏博 (公募)

　安岡　信一 (交通安全対策協議会)

　宮本　良彦 (川崎地域連合中原地区連合)

　村山十九男 (公募)

　矢野　和昭 (川崎中原工場協会)

　山川　哲生 (子ども会連合会)

　横川　郁子 (区長推薦)

　吉房　正三 (町内会連絡協議会)

　戸張　一吉 (老人クラブ連合会)

★西野　恭一 (公募)

　林　　晴美 (「日吉のわッ」実行委員会)

　昼間　政治 (幸商店街連合会)

　松脇　正隆 (まちづくり推進委員会)

　三浦　敏博 (公募)

　松原　清一 (自主防災組織連絡協議会)

　松本　玲子 (子育て支援推進実行委員会)

　村山十九男 (区長推薦)

　矢野　和昭 (川崎中原工場協会)

　山川　哲生 (子ども会連合会)

　吉房　正三 (町内会連絡協議会)

　原　紀代子 (公募)

　春田　公江 (公募)

　昼間　政治 (幸商店街連合会)

　三堀　八郎 (公募)

　村田　清子 (民生委員児童委員協議会)

　遊佐栄津子 (ＰＴＡ協議会)

　長瀬　政義 (町内会連絡協議会)

　　中森ジュリアみどり (公募)

　中山　博夫 (公募)

　成田　孝子 (子育てネットワーク)

　橋本　貞子 (区長推薦)

　槗本　満昭 (市民健康の森を育てる会)

　藤嶋とみ子 (文化協会)

★西野　恭一 (町内会連合会)

　西本マルドニア (区長推薦)

　原　紀代子 (公募)

　藤井　照美 (子ども会連合会)

　松井　節子 (文化協会)

☆村田　清子 (民生委員児童委員協議会)

☆成田　孝子 (子育てネットワーク)

　仁上　勝之 (民生委員児童委員協議会)

　萩原ひとみ (川崎中原工場協会)

☆槗本　満昭 (市民健康の森を育てる会)

　松澤　　直 (川崎地域連合中原地区連合)

　松本　　登 (町内会連絡協議会)

　山崎　初美 (公募)

　高橋美三子 (交通安全対策協議会)

　中原　敏子 (社会福祉協議会)

★成川　慎一 (町内会連合会)

　橋本　文夫 (さいわい加瀬山の会)

☆松井　節子 (文化協会)

　三浦　忠一 (自主防災連絡協議会)

☆槗本　満昭 (市民健康の森を育てる会)

　森　　ほの (区長推薦)

　柳沢　正高 (商店街連合会)

　山崎　初美 (公募)

＜第１期区民会議委員名簿＞ ＜第１期区民会議委員名簿＞

＜第２期区民会議委員名簿＞ ＜第２期区民会議委員名簿＞

＜第３期区民会議委員名簿＞ ＜第３期区民会議委員名簿＞

＜第４期区民会議委員名簿＞ ＜第４期区民会議委員名簿＞

＜第５期区民会議委員名簿＞ ＜第５期区民会議委員名簿＞

＜第６期区民会議委員名簿＞ ＜第６期区民会議委員名簿＞

★：委員長　☆：副委員長　★：委員長　☆：副委員長　 【敬称、団体名の区名省略】【敬称、団体名の区名省略】
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【高津区】 【宮前区】

　新井　久三 (地域教育会議)

　井桁　永介 (公募)

　伊中　悦子 (まちづくり協議会)

　漆畑　禮子 (民生委員児童委員協議会)

　大野巳津子 (区長推薦)

　岡野　洋貴 (商店街連合会)

　長村　吉洋 (公募)

　加藤　幹夫 (協同組合　高津工友会)

　浅野　千明 (まちづくり協議会)

　宇賀神泰志 (自主防災連絡協議会)

　亀ヶ谷　修 (社会福祉協議会)

　川島　芳茂 (商店街連合会)

☆川西　和子 (地域教育会議)

　小泉　一郎 (区長推薦)

★小林　達也 (区長推薦)

　伊中　悦子 (公募)

　大内久美子 (子ども・子育てネットワーク会議)

　岡野　洋貴 (商店街連合会)

　長村　吉洋 (公募)

　木村　俊道 (全町内会連合会【高津地区】)

☆小島　恵一 (全町内会連合会【橘地区】)

　金　俊一郎 (地域教育会議)

☆宇賀神泰志 (区長推薦)

　河井　明子 (グリーンフォーラム21世話人会)

　久保　浩子 (こども支援関係者連絡会)

　佐藤　利枝 (公募)

　鈴木　和子 (観光協会)

　鈴木　恵子 (区長推薦)

　髙木　一弘 (区長推薦)

　安達　次哉 (公募)

　井坂　洋士 (公募)

　伊中　悦子 (公募)

　大内久美子 (公募)

　川邊　善裕 (青年会議)

　河村麻莉子 (子ども・子育てネットワーク会議)

　木村　俊道 (全町内会連合会【高津地区】)

　浦野　珠里 (フロンタウンさぎぬま)

　大村　康平 (社会福祉協議会)

　岡田　亮介 (地域ポータルサイト「みやまえぽーたろう」)

　河井　明子 (グリーンフォーラム21みやまえ世話人会)

　久保　浩子 (子ども・子育てネットワーク会議)

　小泉　博司 (区長推薦)

　佐藤　利枝 (区長推薦)

　秋山　　明 (公募)

　安達　次哉 (公募)

　伊中　悦子 (「エコシティたかつ」推進会議)

　宇佐美善愛 (全町内会連合会【高津地区】)

　遠藤勝太郎 (全町内会連合会【橘地区】)

　大内久美子 (子ども・子育てネットワーク会議)

　川邊　善裕 (青年会議)

　浦野　珠里 (フロンタウンさぎぬま)

　太田　公子 (公募)

　大槻　幹雄 (地域教育会議)

　大村　康平 (社会福祉協議会)

　岡　毅一郎 (公募)

☆黒沢　一之 (区長推薦)

　佐々木良司 (公募)

☆秋山　　明 (公募)

　浅田　幾美 (全町内会連合会【高津地区】)

　安達　次哉 (観光協会)

　内田　義一 (全町内会連合会【橘地区】)

☆遠藤勝太郎 (全町内会連合会【橘地区】)

　大野巳津子 (文化協会)

　角田　　仁 (地域教育会議)

　青木　寅治 (社会福祉協議会)

　青柳　和美 (公募)

　大木　次郎 (スポーツ推進委員会)

　太田　公子 (区長推薦)

　大槻　幹雄 (地域教育会議)

　小田　育子 (区長推薦)

　葛西　育子 (子ども・子育てネットワーク会議)

☆秋山　　明 (区長推薦)

　浅田　幾美 (全町内会連合会【高津地区】)

　飯田　嘉德 (民生委員児童委員協議会)

★遠藤勝太郎 (全町内会連合会【橘地区】)

　大野巳津子 (文化協会)

　角田　　仁 (地域教育会議)

　角地　隆光 (公募)

☆青柳　和美 (区長推薦)

　荒川　洋子 (公募)

　老門　泰三 (社会福祉協議会)

　老門　聰子 (子ども・子育てネットワーク会議)

　大木　次郎 (スポーツ推進委員会)

　大久保正克 (公募)

　小田　育子 (区長推薦)

　木村　俊道 (全町内会連合会【高津地区】)

　小島　恵一 (全町内会連合会【橘地区】)

　斉藤　正彦 (子ども・子育てネットワーク会議)

　澤田　勝弘 (青年会議)

　鈴木　　穆 (文化協会)

　宗田　昭治 (公募)

　瀧村　治雄 (全町内会連合会【高津地区】)

☆冨田　　誠 (社会福祉協議会)

　末澤　朋代 (区長推薦)

　鈴木　和子 (文化協会)

　鈴木　恵子 (在宅介護支援ボランティアグループ　すずの会)

　髙木　一弘 (飛森谷戸の自然を守る会)

☆永野　　勝 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　長谷川大二 (公募)

　福本　　尚 (全町内会･自治会連合会（宮前地区）)

　佐藤　　忠 (区長推薦)

　島﨑　一城 (青年会議)

　鈴木　　穆 (文化協会)

　宗田　昭治 (公募)

　瀧村　治雄 (全町内会連合会【高津地区】)

☆冨田　　誠 (社会福祉協議会)

　浪瀬　佳子 (公募)

　田邊　保昭 (社会福祉協議会)

　谷山　安治 (商店街連合会)

　千葉　将行 (区長推薦)

　恒川　康夫 (公募)

★永野　　勝 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　福本　　尚 (全町内会･自治会連合会（宮前地区）)

☆前田　正子 (区長推薦)

　金　俊一郎 (地域教育会議)

　坂本　京子 (民生委員児童委員協議会)

　笹子まさえ (公募)

★佐藤　　忠 (全町内会連合会【高津地区】)

　鈴木　　穆 (文化協会)

　関口　　務 (全町内会連合会【橘地区】)

☆冨田　　誠 (社会福祉協議会)

　高橋　弘幸 (公募)

　谷山　安治 (商店街連合会)

　種村　恒夫 (全町内会･自治会連合会（向丘地区）) 

☆恒川　康夫 (区長推薦)

　豊島このみ (民生委員・児童委員協議会)

　手塚百合子 (全町内会･自治会連合会（宮前地区）)

☆直本　享子 (区長推薦)

　小宮　秀樹 (民生委員児童委員協議会)

☆金　俊一郎 (地域教育会議)

　笹子まさえ (公募)

★佐藤　　忠 (区長推薦)

　鈴木　　穆 (文化協会)

　戸沼　智貴 (公募)

　冨田　　誠 (社会福祉協議会)

　佐藤　林吉 (全町内会･自治会連合会（向丘地区）) 

　白井志津子 (文化協会)

　田浪由紀子 (子ども・子育てネットワーク会議)

　豊島このみ (民生委員・児童委員協議会)

★直本　享子 (区長推薦)

　芒崎八重子 (全町内会･自治会連合会（宮前地区）)

　平井　賞子 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　河西　良則 (全町内会連合会【高津地区】)

　河村麻莉子 (子ども・子育てネットワーク会議)

　後藤千代子 (公募)

　笹子まさえ (公募)

　須見登志美 (たちばな農のあるまちづくり推進会議)

　田村　幸男 (民生委員児童委員協議会)

★冨田　　誠 (社会福祉協議会)

☆川田　和子 (自主防災組織連絡協議会)

　川畑　武敏 (公募)

　黒沢　克實 (全町内会･自治会連合会（向丘地区）) 

　笹川　　進 (文化協会)

☆佐々木良司 (区長推薦)

　鈴木　晴夫 (区長推薦)

　滝本　久美 (みやまえ情報ラボ)

　堅田　　亮 (民生委員児童委員協議会)

　河西　良則 (全町内会連合会【高津地区】)

　菊地　　正 (総合型スポーツクラブSELF)

　後藤千代子 (公募)

　小宮　秀樹 (社会福祉協議会)

　坂田　重男 (全町内会連合会【橘地区】)

　櫻井　良雄 (公募)

☆影山亥史郎 (グリーンフォーラム21世話人会)

　葛西　育子 (区長推薦)

★川田　和子 (自主防災組織連絡協議会)

　黒澤　克實 (全町内会･自治会連合会（向丘地区）) 

　佐藤　貴房 (公募)

　砂川　徹夫 (商店街連合会)

　滝本　久美 (みやまえ情報ラボ)

　橋本　　周 (子ども・子育てネットワーク会議)

★宮田　良辰 (全町内会連合会【橘地区】)

　横山　　滋 (公募)

☆吉﨑　隆男 (全町内会連合会【高津地区】)

　吉田　　誠 (青年会議)

　若林　忠司 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　藤澤　　和 (区長推薦)

　松井　隆一 (公募)

　松本　郁里 (子育て支援関係者連絡会)

　三谷　益巳 (区長推薦)

　目代由美子 (民生委員・児童委員協議会)

　渡辺　良雄 (全町内会･自治会連合会（向丘地区）) 

　長谷川　功 (全町内会連合会【橘地区】)

　平澤　育子 (民生委員児童委員協議会)

　横山　　滋 (「エコシティたかつ」推進会議)

★吉﨑　隆男 (全町内会連合会【高津地区】)

　吉田　知敬 (まちづくり協議会)

　若林　忠司 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　松井　隆一 (まちづくり協議会)

　目代由美子 (区長推薦)

　持田　正美 (地域教育会議)

　吉岡　　清 (全町内会･自治会連合会（向丘地区）) 

　吉田亨太郎 (老人クラブ連合会)

　渡辺　良雄 (区長推薦)

　仲村美津子 (たちばな農のあるまちづくり推進会議)

　長谷川　功 (全町内会連合会【橘地区】)

　横山　　滋 (「エコシティたかつ」推進会議)

　吉田　知敬 (まちづくり協議会)

　吉田　　豊 (全町内会連合会【高津地区】)

☆若林　忠司 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　中村富美和 (文化協会)

　平井　賞子 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　藤田　信吾 (まちづくり協議会)

　持田　正美 (地域教育会議)

★山下　　浩 (公募)

　吉田亨太郎 (老人クラブ連合会)

　仲村美津子 (たちばな農のあるまちづくり推進会議)

　林　　孝行 (全町内会連合会【高津地区】)

　森　　　正 (全町内会連合会【橘地区】)

　森　　幸男 (全町内会連合会【橘地区】)

　吉田　知敬 (まちづくり協議会)

☆吉田　　豊 (全町内会連合会【高津地区】)

　若林　忠司 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　福田　美亘 (老人クラブ連合会)

　藤田　信吾 (まちづくり協議会)

　本郷　一雄 (グリーンフォーラム21世話人会)

☆宮崎　　孝 (商店街連合会)

　森山　征男 (スポーツ推進委員会)

　山下　　浩 (区長推薦)

　日野屋喜久男 (全町内会連合会【高津地区】)

　山田　利雄 (「エコシティたかつ」推進会議)

　横山　　滋 (公募)

　吉田　知敬 (まちづくり協議会)

　若林　忠司 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　渡辺　真紀 (公募)

　田辺洋一郎 (まちづくり協議会)

　中里　文雄 (民生委員・児童委員協議会)

　細谷　章子 (まちづくり協議会)

　本郷　一雄 (グリーンフォーラム21みやまえ世話人会)

★宮崎　　孝 (商店街連合会)

　山田　　桂 (全町内会･自治会連合会（宮前地区）)

☆須見登志美 (たちばな農のあるまちづくり推進会議)

　日野屋喜久男 (全町内会連合会【高津地区】)

　森　　　守 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　山田　利雄 (「エコシティたかつ」推進会議)

　横山　　滋 (公募)

　吉岡　美穂 (子ども・子育てネットワーク会議)

　吉田　知敬 (まちづくり協議会)

　田辺洋一郎 (まちづくり協議会)

　椿　　雅美 (地域教育会議)

　中里　文雄 (民生委員・児童委員協議会)

　中村布佐子 (文化協会)

　山田　　桂 (全町内会･自治会連合会（宮前地区）)

　山部　清美 (公募)

＜第１期区民会議委員名簿＞ ＜第１期区民会議委員名簿＞

＜第２期区民会議委員名簿＞ ＜第２期区民会議委員名簿＞

＜第３期区民会議委員名簿＞ ＜第３期区民会議委員名簿＞

＜第４期区民会議委員名簿＞ ＜第４期区民会議委員名簿＞

＜第５期区民会議委員名簿＞ ＜第５期区民会議委員名簿＞

＜第６期区民会議委員名簿＞ ＜第６期区民会議委員名簿＞

★：委員長　☆：副委員長　★：委員長　☆：副委員長　 【敬称、団体名の区名省略】【敬称、団体名の区名省略】
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【多摩区】 【麻生区】

☆有北　郁子 (こども総合支援連携会議)

　安藤　典雄 (多摩区・３大学連携協議会)

　飯塚　　太 (多摩区・３大学連携協議会)

　井出　正彦 (登戸土地区画整理事業まちづくり推進協議会)

　戎　　利昭 (公募)

　佐々木梅吉 (多摩川エコミュージアムプラン連絡協議会)

　末吉　一夫 (町会連合会)

　鈴木　柳子 (文化協会)

　飯塚　　馨 (町会連合会)

☆石田　厚生 (公募)

　上野　　浩 (公募)

　小川　達二 (商店街連合会)  
　尾中　謙治 (公募)

　笠原　勝利 (安全安心まちづくり協議会)

　神本　一枝 (公募)

　佐藤　　伸 (区長推薦)

　有北　郁子 (こども総合支援連携会議)

　伊藤　順健 (町会連合会)

　小野寺百壽 (観光推進協議会)

★佐々木梅吉 (多摩川エコミュージアム)

☆杉下　禄郎 (公募)

　関　　喜範 (セレサ川崎農業協同組合)

　立川　元明 (社会福祉協議会)

　天野　悦子 (公募)

　飯塚　　馨 (町会連合会) 

　市川　幹雄 (安全安心まちづくり協議会)

　伊藤　清美 (公募)

　碓井　勝次 (区長推薦)

　尾中真理子 (公募)

　梶　　　稔 (区長推薦)

★池野　　廣 (区長推薦)

☆石橋　吉章 (まちづくり協議会)

　井出　正彦 (登戸土地区画整理事業まちづくり推進協議会)

　稲田　光世 (こども総合支援連携会議)

　江藤　文雄 (商店街連合会)

　大津　　努 (社会福祉協議会)

　清宮　　明 (防犯協会)

☆天野　悦子 (公募)

　飯塚　　馨 (町会連合会) 

　石井　郁朗 (区長推薦)

　植木　昌昭 (公募)

　魚本　陽子 (社会福祉協議会)

　大高　泰雄 (区長推薦)

　梶　　　稔 (区長推薦)

　安陪　修司 (商店街連合会)

　荒井　精一 (公募)

☆石橋　吉章 (区長推薦)

　岩﨑　宏政 (多摩区・３大学連携協議会)

★大津　　努 (社会福祉協議会)

　清宮　　明 (防犯協会)

　国保　久光 (医師会)

☆石井　郁朗 (区長推薦)

　加賀美長夫 (商店街連合会)  

　梶　　久夫 (区長推薦)

　金光　秀尚 (区長推薦)

　久保倉良三 (安全安心まちづくり協議会)

　菅野　　明 (文化協会)

★菅原　敬子 (区長推薦)

☆安陪　修司 (商店街連合会)

　荒井　精一 (公募)

★石橋　吉章 (区長推薦)

　岩野　正行 (観光協会)

　国保　久光 (医師会)

　小塚千津子 (こども総合支援連携会議)

　近藤　　清 (自主防災組織連絡協議会)

　石井　郁朗 (区長推薦)

　石井よし子 (里山フォーラムin麻生)

　石川和香子 (公募)

　植木　昌昭 (区長推薦)

　上野　博之 (公募)

☆岡倉　　進 (公募)

　小尾　静枝 (区長推薦)

　安藤　欣也 (交通安全協会)

　池野谷昌臣 (公募)

☆小塚千津子 (こども総合支援連携会議)

　近藤　　清 (町会連合会)

　佐藤　俊恵 (社会福祉協議会)

★杉下　禄郎 (公募)

　髙森　康広 (地域教育会議)

　安藤　和彦 (セレサ川崎農業協同組合)

　池松　勝年 (公募)

　石井よし子 (里山フォーラムin麻生)

★植木　昌昭 (区長推薦)

　緒方　　保 (交通安全対策協議会)

　海崎　　眞 (公募)

　佐藤　昇平 (青少年指導員会)

　関口　鐘雪 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　瀬下　　勇 (公募)

　高田誠マルセール (公募)

★田嶋　郁雄 (社会福祉協議会)

　田村　精一 (商店街連合会)

　中島　光雄 (公募)

　原島　　弘 (稲田多摩川観光協会)

　福嶋加代美 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　菅原　陽子 (区長推薦)

　髙桑　光雄 (区長推薦)

　田中　泰夫 (区長推薦)

　谷川みゆき (公募)

　玉蟲レナーテ (区長推薦)

　津田　好子 (公募)

　寺田　郁男 (区長推薦)

　中島　豪一 (町会連合会) 

　田村　精一 (商店街連合会)

　豊田　博史 (医師会)

　野村　　貢 (登戸土地区画整理事業まちづくり推進協議会)

　秦　　松雄 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　初田　温子 (公募)

　原島美智子 (地域教育会議)

　日詰　　弘 (公募)

☆神本　一枝 (公募)

　鴨志田敏彦 (商店街連合会)  

　小坊　悦子 (公募)

　下八川公祐 (区長推薦)

　菅原　敬子 (文化協会)

　谷川みゆき (公募)

　寺川　光洋 (区長推薦)

　栗田　　茂 (観光推進協議会)

　国保　久光 (医師会)

　櫻井　博朗 (区長推薦)

　関　　喜範 (セレサ川崎農業協同組合)

　辻野　勝行 (公募)

　戸髙　仁子 (かわさきかえるプロジェクト)

　西山　英子 (文化協会)

　勝田佳代子 (公募)

　金光　秀尚 (区長推薦)

　鴨志田敏彦 (商店街連合会)  

　菅原　敬子 (文化協会)

　竹市　八郎 (区長推薦)

★武濤　京子 (区長推薦)

　田中　元介 (公募)

　小塚千津子 (こども総合支援連携会議)

　白井　正壽 (セレサ川崎農業協同組合)

　辻野　勝行 (公募)

☆戸髙　仁子 (かわさきかえるプロジェクト)

　西山　英子 (文化協会)

　新田　渉世 (区長推薦)

　配島　裕美 (地域教育会議)

　村主　英明 (公募)

　髙倉　秀敏 (公募)

　髙瀨　隆雄 (区長推薦)

　高橋　庸之 (公募)

　高橋　慶子 (町会連合会) 

　武濤　京子 (区長推薦)

　田中　元介 (公募)

　末吉　一夫 (町会連合会)

　杉下　禄郎 (公募)

　高橋　謙一 (多摩区・３大学連携協議会)

　田澤　祐信 (防犯協会)

　辻野　勝行 (まちづくり協議会)

☆戸髙　仁子 (かわさきかえるプロジェクト)

　配島　裕美 (地域教育会議)

　梶　　久夫 (セレサ川崎農業協同組合)

★金光　秀尚 (区長推薦)

　志村　節子 (区長推薦)

　白井　　勇 (区長推薦)

☆菅野　　明 (文化協会)

　髙倉　秀敏 (公募)

　髙橋　克司 (区長推薦)

　豊田由紀子 (かわさきかえるプロジェクト)

　中村　　健 (医師会)

　二宮　進語 (多摩区・３大学連携協議会)

　藤原　　司 (区長推薦)

　本多　武夫 (防犯協会)

　本多　正典 (公募)

　美和とよみ (区長推薦)

　佐野　幸子 (社会福祉協議会)

　菅野　　明 (区長推薦)

　鈴木　昭弘 (区長推薦)

　鈴木　隆広 (区長推薦)

　関根　秀勝 (区長推薦)

　髙倉　秀敏 (区長推薦)

☆高橋　慶子 (町会連合会) 

　松澤　弘安 (セレサ川崎農業協同組合)

　山田　輝子 (公募)

☆余川　辰哉 (公募)

　米田　信一 (地域教育会議)

　渡辺ひろみ (公募)

　渡辺　政春 (多摩区・３大学連携協議会)

★西谷　明子 (区長推薦)

　平林　謙三 (里山フォーラム世話人会)

　松本　　弘 (青少年指導員会)

☆京　　利幸 (文化協会)

　守田　啓子 (公募)

　矢野美千代 (社会福祉協議会)

☆福嶋加代美 (文化協会)

　本田　和隆 (公募)

　町山　良行 (公募)

　松井　正子 (多摩区・３大学連携協議会)

　宮原喜代治 (安全・安心まちづくり推進協議会)

　山田　輝子 (公募)

★西谷　明子 (区長推薦)

　根占　勝彦 (区長推薦)

　守田　啓子 (公募)

　矢野美千代 (社会福祉協議会)

　山崎　　優 (子ども会連合会)  

☆渡邊　　利 (川崎市美化運動実施麻生支部) 

☆初田　温子 (公募)

　原嶌美智子 (地域教育会議)

　原田　　弘 (交通安全協会)

　本多　正典 (公募)

　丸　　淳二 (多摩区・３大学連携協議会)

　吉田　輝久 (町会連合会)

　土井　　司 (公募)

　髙瀨　隆雄 (川崎市美化運動実施麻生支部) 

　東川　禔男 (公募)

　福田　　真 (公募)

☆柳島　五郎 (交通安全対策協議会)

　山崎　　優 (子ども会連合会)  

　原田　　弘 (交通安全協会)

　藤原　　司 (区長推薦)

　細埜　隆己 (登戸土地区画整理事業まちづくり推進協議会)

　本多　正典 (公募)

　松本　英嗣 (町会連合会)

　吉田　輝久 (自主防災組織連絡協議会)

　長谷川真理子 (公募)

☆東川　禔男 (公募)

　矢野美千代 (社会福祉協議会)

　山田　安之 (地域教育会議)

　横山　　章 (川崎市美化運動実施麻生支部) 

　吉田　謙司 (区長推薦)

　原田　　弘 (交通安全協会)

　藤原　　司 (社会福祉協議会)

　細埜　隆己 (登戸土地区画整理事業まちづくり推進協議会)

　矢野　久喜 (公募)

　山下　宏子 (公募)

　余湖　英子 (文化協会)

　高橋　慶子 (町会連合会) 

　林　　恵美 (公募)

　宮本　善夫 (社会福祉協議会)

　山田　安之 (地域教育会議)

　横田　　豊 (麻生防火協会)

　吉垣　君子 (区長推薦)

　迎　スミ子 (区長推薦)

　安井　　浩 (まちづくり協議会)

☆矢野　久喜 (公募)

　山吉　新一 (自主防災組織連絡協議会)

　余湖　英子 (文化協会)

　吉澤　和久 (商店街連合会)

　長岡　さや (区長推薦)

　橋本　　周 (文化協会)

☆林　　恵美 (公募)

　松田基久乃 (区長推薦)

　松田　　通 (公募)

　吉垣　君子 (区長推薦)

＜第１期区民会議委員名簿＞ ＜第１期区民会議委員名簿＞

＜第２期区民会議委員名簿＞ ＜第２期区民会議委員名簿＞

＜第３期区民会議委員名簿＞ ＜第３期区民会議委員名簿＞

＜第４期区民会議委員名簿＞ ＜第４期区民会議委員名簿＞

＜第５期区民会議委員名簿＞ ＜第５期区民会議委員名簿＞

＜第６期区民会議委員名簿＞ ＜第６期区民会議委員名簿＞

★：委員長　☆：副委員長　★：委員長　☆：副委員長　 【敬称、団体名の区名省略】【敬称、団体名の区名省略】
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川崎市自治基本条例（抜粋） 

平成16年12月22日条例第60号（平成17年４月１日施行） 

（区民会議） 

第22条 それぞれの区に、区民（その区の区域内に住所を有する人、その区の区域内で働き、若しく

は学ぶ人又はその区の区域内において事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。）

によって構成される会議（以下「区民会議」といいます。）を設け、参加及び協働による区におけ

る課題の解決を目的として調査審議します。 

２ 区長及び市長等は、区民会議の調査審議の結果を尊重し、その内容を区における暮らしやすい地

域社会の形成及び市政に反映するよう努めます。 

 

川崎市区民会議条例 

平成18年３月23日条例第11号（平成18年４月１日施行） 

（目的及び設置） 

第１条 区民（川崎市自治基本条例（平成16年川崎市条例第60号）第22条第１項に規定する区民をい

う。以下同じ。）の参加及び協働による区における地域社会の課題の解決を図るための調査審議を

行い、もって暮らしやすい地域社会の形成に資するため、各区に区民により構成される区民会議を

設置する。 

（名称） 

第２条 区民会議の名称は、その置かれた区の名称を冠するものとする。 

（所掌事務） 

第３条 区民会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）区における地域社会の課題を把握し、その解決を図るための方針及び方策について調査審議を

行うこと。 

（２）前号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な事項について調査審議を行う

こと。 

（組織等） 

第４条 区民会議は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）区の区域内において規則で定める分野における活動を行う団体から推薦された者 

（２）区民会議の委員に応募した者 

（３）その他区民会議の目的を達成するために区長が必要と認めた者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 区民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、区民会議を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 区民会議は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。 

２ 区民会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（専門部会） 

第７条 区民会議は、必要に応じ専門部会を置くことができる。 

（関係者の出席） 

第８条 区民会議は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又

は意見を聴くことができる。 

 

（区民会議参与） 

第９条 川崎市の議会の議員及び神奈川県の議会の議員は、その議員の選挙区とされる区の区民会議

の会議に出席することができる。 

２ 前項の規定により会議に出席した議員は、区民会議参与として必要な助言をすることができる。 

（区長等の役割） 

第10条 区長は、区民会議の調査審議の結果を尊重し、区民との協働の推進、関係機関との連携その

他必要な取組により、区における暮らしやすい地域社会の形成に努めるものとする。 

２ 市長その他の執行機関は、区民会議の調査審議の結果を尊重し、前項に規定する区長の役割が的

確に果たされるための必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該結果を市政に反映するよう努

めるものとする。 

（庶務） 

第11条 区民会議の庶務は、各区役所において処理する。 

（委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、区民会議の組織に関し必要な事項は規則で定め、区民会議の

運営に関し必要な事項は委員長が区民会議に諮って定める。 

 

川崎市区民会議条例施行規則 

平成18年３月31日規則第28号（平成18年４月１日施行） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市区民会議条例（平成18年川崎市条例第11号。以下「条例」という。）第

４条第２項第１号及び第12条の規定に基づき、区民会議の組織に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（課題の選定） 

第２条 区民会議は、区民会議の委員が自らの活動等を通じて把握した課題及び区役所が業務を通じ

て把握した課題のうちから調査審議すべき課題を適切に選定するものとする。 

（分野） 

第３条 条例第４条第２項第１号に規定する規則で定める分野は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 防災又は地域交通環境の向上など安全で快適な暮らしを支える分野 

（２） 福祉の推進、健康の増進など幸せな暮らしを支える分野 

（３） 子育て、教育など人を育て心をはぐくむ分野 

（４） 緑の保全、ごみの抑制など自然環境又は生活環境を向上させる分野 

（５） 産業の振興、都市拠点の形成などまちの活力を高める分野 

（６） 文化又は観光の振興などまちの魅力を発信する分野 

（７） 地域住民組織活動、まちづくり活動など市民自治を推進する分野 

（８） 前各号に定めるもののほか、各区の地域特性に応じた課題に関する分野 

（専門部会） 

第４条 区民会議は必要に応じ委員で構成される専門部会を設置し、専門部会は専門的事項に関する

調査検討を行うものとする。 

２ 専門部会に属すべき委員は、委員長が区民会議に諮って指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。 

４ 専門部会は、調査検討のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意

見を聴くことができる。 

５ 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の調査検討の経過及び結果を区民会議に報告する

ものとする。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、区民会議の組織に関し必要な事項は、区長が定める。 
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区民会議の取組 
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