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 麻生区区民会議 

ニ ュ ー ス  2007.4 №４ 

第 4 回麻生区区民会議 

心が響きあう地域づくり  

 第 4 回麻生区区民会議は平成 19 年 3 月 22 日（木）午後 6 時 30 分から、新百合 21 ･多目的ホールで

開催されました。今回は「心が響きあう地域づくり」を実現するための二つ目の事例『地元農産物と

地域の交流』に着手している専門部会からの経過報告、一つ目の事例『こどもの見守り』の取組状況、

そして、「平成 18 年度協働推進事業」の実施結果および「平成 19 年度協働推進事業」の実施計画につ

いての報告、質疑などがありました。（傍聴者 10 名） 

 

♣事例２「地元農産物と地域の交流」 

～「農」の専門部会の調査検討の経過報告 

 

 尾中部会長から、3回の調査検討によって、「農」

を通じての地域づくりのための課題として①市民

農園を通じた交流 ②市場、直売所を通じた交流 

③食育を通じた交流の 3 つに絞込み、さらにこの

中から③｢食育を通じた交流｣を取り上げ、調査検

討を進めることになったとの報告がありました。 

さらに、｢農業体験、食育に関するアンケート｣を

区内公立 16 小学校に依頼していること、また、区

内で｢農｣を通じたふれあい・交流事業を実施して

いる｢体験農業・親子で米づくり｣の実行委員長と

「こども農業体験教室」のＪＡセレサ川崎営農課長

から現状と課題について伺い、「土･日はこどもが

時間が取れず、参加者が少ない」、「リーダーが不

足している」などの状況報告がされました。 

★ 課題解決のアイデアは？★ 

① 区民が農家の方から料理を習う。 

② 家庭菜園の知識･ノウハウを教えてもらう。 

③ 行政が野菜や花卉（かき 草花のこと）の苗、

球根を配布。区民は育て方を教えてもらう。 

④ 畑で農家から区民がいちごなどの生産物を一

定単位(畝など)で購入できる仕組みをつくる。 

⑤ 市などの広報誌に児童が地元農家を取材した

記事を掲載する。 

⑥ 区民の生ごみの堆肥化を促進し、その堆肥を

地元農家に利用してもらう。 

⑦ 学校の給食便りなどに農家や児童が地元農

家や農産物の紹介記事を書き、掲載する。 

⑧ 学校の花壇に球根や農家で売れ残った花な

どを植える。 

⑨ 学校の花壇を畑に転用する。 

などのアイデアが出され、今後、引き続き専門部

会で調査検討されることとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「農」の専門部会をリードする尾中部会長 
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さらに、協議の結果、『区民会議ニュース臨時特

集号』の発行を決め、そこで紹介する活動事例を

募集することになりました。 

♣事例１「こどもの見守り」～取組状況について 

 

 第 3 回区民会議の提案を受け、区から課題解決

に向けた取組状況の報告がありました。 
♣ 次の調査審議事例（事例３）の選定 

★実現可能な提案を速やかに事業化しました★  

① 地域の活動事例の紹介記事をタウン誌に掲

載し、参考事例として活用する。 

 これまで、区民会議に委員および区民から提案

された「課題整理一覧表」をもとに話し合いました。

高齢者･障害者に着目した事例を取り上げようと

の提案も出されましたが、3 月末までに各委員が、

「心が響きあう地域づくり」につながる事例を提案

し、企画部会で整理、検討することになりました。 

マイタウン 21 3 月 1 日号 

●地域づくりを楽しむ破天荒な男たち “おやじボ

ーイズ(西生田中学校区)”●いつも防犯意識を“ご

随意防犯パトロール隊(黒川･南黒川･はるひ野地

区)”●千代ヶ丘自治会“公園花の会(千代ヶ丘)”  

マイタウン 21 4 月 1 日号 ♣ 「協働推進事業」の報告 
●防犯・防災・環境の三本柱でふるさと作り“百合

丘三丁目町会”(百合丘)●「ＰＴＡ」ではなく「ＰＴＣ

Ａ」に“白山小学校通学区域防犯ボランティア”(白

山)●地域の活動を支援、子どもの安全の日を制

定“麻生区安全・安心まちづくり協議会”(麻生区) 

 
① 平成 18 年度事業の実施状況について 

平成 18 年度は、32 事業を実施しました。その

うち地域課題に即応するための予算から、区民

会議に関係する「心が響きあう地域づくり事業」

（228 万円）、「麻生区市民活動支援施設（麻生

市民交流館やまゆり）開設準備事業」（150 万

円）が新たに事業化されました。 

② ｢心が響きあう地域づくり｣を広報する懸垂幕を

製作し、区役所に掲示する。 

③ 区民会議ニュース、チラシ、ポスター作成など

の広報を行うため、必要な物品を購入する。 

④ 課題提案箱を作製する。 ② 平成 19 年度協働推進事業計画について 

⑤ 地域活動用ベスト、腕章を購入する。 平成 19 年度は、新規の 10 事業を含む 33 事

業が計画されおり、予算額は 5,500 万円です。

主な新規事業は次のとおりです。 

  

○ こども関連大学連携事業：区内の大学と連携

し、こどもや子育てに関する事業を展開する。 

○ 麻生区安全・安心まちづくり：犯罪を防止し、

区民・各種団体相互の連携強化を進め、安全

で安心して生活できるまちづくりを推進する。 

○ 麻生区まちのふれあい井戸端づくり事業：麻

生区地域福祉計画を踏まえ、地域の関係団

体、社協、住民組織、ボランティアグループ等

により、福祉のまちづくりを推進する。 

○ ウオーキングマップ活用健康づくり推進事業：

歩行習慣のない区民に、身近な地域でウオー

キングができるよう支援し、生活習慣病の予

防および介護予防を図る。 

ベストはメッシュタイプで四季を通して着用できます  

★ 今後さらに取組みを進めていくこと ★ 

① 区民の関心を高めるための広報の継続・充実 

② 既存組織との連携に向けた仕組みづくり 

③ シニア世代が地域社会へ参加しやすくするた

めの仕組みづくりの検討 

④ 区民ニーズに対応した支援のあり方や予算の

あり方の検討 



 

 こどもの見守り･活動事例紹介コーナー 
 

 
麻生区青少年指導員会と麻生区内各小･中学校 PTA、麻生区 PTA 協議会による 

パトロール活動情報交換会 
                                             

◆麻生区青少年指導員会は、区内のさまざまな

行事に協力しながら、定例巡回パトロールなどを

行っています。平成 18 年度はパトロールを実効性

のあるものにするため、2 回にわたり、麻生区 PTA

および PTA 協議会との情報交換会を開催しました。

交換会では 7 つの中学校区に分かれて話し合い

が行われ、それぞれパトロール方法や回数の報

告、メール配信、こども 110 番についての現状や

課題などについて活発な意見がかわされました。 

具体的な提案も数多く出され、今後の活動に反

映されることが期待されます。 

 そのうちのいくつかをご紹介します。 

 

◆提案や要望 

⇒不審者情報はリアルタイムで情報発信してもら

いたいのでメール情報を望む。 

⇒川崎市のメール配信が未整備で部分的な対応

にとどまっている。ぜひ拡大して活用されるように

してほしい。 

注：小学校によっては緊急連絡用のメール配信を

始めており、早速不審者情報が 2 件あった。 

⇒防犯ベルの使用方法やパトロールの仕方を指

導してほしい。 

⇒自治会･個人パトロールなどそれぞれはがんば

っているけれど、横のつながりがない。意見交換

ができる場がほしい。 

⇒親の目から見た危険箇所、こどもの目で見た危

険箇所双方のマップを作り、青少年指導員会に渡

してほしい。 

⇒こども、保護者それぞれの視点で危険箇所に印

をつけた「ひやり・はっとマップ」を作成した。お勧

めしたい。 

⇒危険箇所やパトロールをしてほしい箇所などが

あれば青少年指導員会に知らせてほしい。 

⇒腕章は学校別ではなく、麻生区全体の統一した

ものが望ましい。 

⇒学校への監視カメラ設置や公園･街路樹の刈り

込みなど経費のかかる提案もしていく必要があ

る。 

⇒各町内会に夜間、門灯をつけていただくよう協

力を求めた。 

⇒交番が少なすぎるし、あってもほとんどが無人

である。 

⇒PTA、青少年指導員会の情報交換会を密にし

ていきたい。そのためには連絡体制の確立や学

校で会合を行い、青少年指導員会が積極的に参

加していただけるとありがたい。 

 

◇◆◇◆◇ 

◇このような情報交換会が地域のあちこちで日常

的に開催されることで、顔見知りになり、血の通っ

た地域づくりにつながっていくのではないでしょう

か。これからの両団体の連携･協力に期待したい

と思います。 

―麻生区青少年指導員会推薦の松本弘委員から

提供された資料および情報をもとにまとめました。 



 

 

地域づくりにつなげている活動を募集しています 
 

麻生区区民会議ニュース臨時特集号に掲載する活動事例を募集しています。『こどもの

見守り』に限らず、地域づくりにつながる活動をしているグループに関する情報をどんどん

お寄せください。自薦、他薦は問いません。事務局までご連絡ください。 

 

 

ちょっとカッコイイ課題提案箱が 

できました 

 

鮮やかなブルーの課題提案箱が、区役所 2

階市民情報コーナーで、区民の皆さんの提案

をお待ちしています。 

麻生区全体にかかわる課題、すぐ身近にあ

る課題・・・どんな課題提案でもけっこうです。

区民の皆さんが自ら課題を発見し、区民会議

で解決の道筋を見出していきましょう。 

 設置場所はこれから増やしてまいります。 

 

連休明け・区役所の懸垂幕にご注目を！ 

 

ふと区役所の建物に目をやると、「心が響き

あう地域づくり」の懸垂幕が目に留まる・・・。 

そんな光景が連休明けに実現します。 

やさしい音感のこの言葉がいつの間にか区

民の皆さんになじむようになってほしいと願っ

ています。 

 

 

 

                

  
麻生区区民会議の開催予定（☆傍聴大歓迎です。） 

○ 第 5 回区民会議      6 月 6 日(水)  18 時～     区役所４階第１会議室 

 

＊会議日程は、随時ホームページ等でお知らせしていますので、ご確認ください。 

ＨＰアドレス ： http://www.city.kawasaki.jp/73/73soumu/kuminkaigi/index.htm 

 
 
 


