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第１回区民が取り組む環境エコ部会 

              日 時 平成２１年７月９日（木）午後６時３０分 

              場 所 川崎区役所７階会議室 

 

出席者（敬称略） 

委員 ８人 

 原田歩、菊地弘毅、木島千栄、須山令子、田辺冨夫、冨田順人、長島亨、藤岡玲子 

 

１ 開 会 

事務局 ＜会議開催の事前公表、会議録の開示、傍聴の遵守事項、会議の記録、広報とし

ての写真撮影の事務連絡一覧を資料にまとめたことを説明、出席者の紹介＞ 

 

２ 議 題 

（１）課題解決に向けた取り組みの具体化について 

部会長 議題（１）、課題解決に向けた取り組みの具体化について、初めに環境エコポス

ター優秀作品の選考を行いたいと思いますので、選考方法について事務局より説明をお

願いします。 

 

事務局 それぞれ名前の入った投票用紙が３枚あります。番号１から10の作品、11から20

の作品、21から30の作品の中で、それぞれ優秀作品を１作品選んでいただきたいと思い

ます。選んだ作品の選考理由等を記載していただければと思っています。それを投票箱

に入れていただき、事務局で集計します。選考された優秀作品が最終的に３作品になり

ますので、その中で最優秀作品を委員同士で論議して選んでいただきたいと考えていま

す。最優秀作品は掲示用ポスターとして区内に掲示する予定です。 

 こちらの30作品は、７月24日から８月６日までの間、アゼリアの地下街に掲出する予

定ですが、一度に30作品掲示できませんので、１週間ごとに15作品ずつ掲示をさせてい

ただきたいと考えています。 

 

部会長 各グループから票数で決まるのですか。 

 

事務局 そうです。 

 

部会長 きょうはこの中で１つに絞るということですか。 

 

事務局 そうです。 
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〔投 票・開 票〕 

 

事務局 ７、15、27の３作品に絞られたので、最優秀作品を皆さんで議論して決めていた

だきたいと思います。 

 

部会長 文字であらわすことができない部分があるかもわからないので、選んだ人に発言

してもらえばいいのではないですか。 

 

事務局 ７番は３人の委員で、「みんなの心がけの必要性がいいです」、「上手ですね」、

「個々人の意識向上につながります」、「デザインがすごくきれいです」というコメン

トが書いてあります。 

 15番は５人の委員で、「すっきりしていいのではないでしょうか」、「きれいで感じ

がよい」、「非常にわかりやすい」、「シンプルな画面構成で、大きくて読みやすい文

字」、「思わず立ちどまらせる」というコメントがありました。 

 27番は３人の委員で、「これからの子どもたちのためにやらなければならないという

こと」、「デザインがよい」、「色がきれいだ」、「現代の様子がよくわかる」という

意見が書いてありました。 

 

事務局 数は15番が一番多かったのですが、それぞれのコメントをお聞きになって、再度

地球環境という観点からも考えていただき、３点の中で最優秀作品を選んでいただけれ

ばと思います。 

 

委員 27番の「地球がのぼせてる」というのは、もう少し色を黒で出してもらうとかしな

いのですか。 

 

委員 手を加えてはだめです。 

 

部会長 「地球がのぼせてる」というのは、意識して薄くしているのでは。 

 

委員 多分地球が目立つようにですね。 

 

委員 意識してぼやけさせたようです。 

 

委員 27番はユニークです。 
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委員 15番が一番いい感じです。 

 

委員 ポスターらしいです。 

 

委員 ちょっと見て、目を引きます。 

 

委員 わかりやすいです。 

 

委員 ７番もきれいで、別に考えなくてもわかりやすい。 

 

委員 ７番は色がいいです。 

 

委員 15が一番多かったのですか。 

 

事務局 数は15が一番多かったです。 

 環境エコという観点とポスターとして町内会に掲示させていただくこともありますの

で、そういう観点からも判断いただきたいと思います。 

 

委員 川崎区は幸区に続いて緑が少ないと言われていることもあって、地球環境とエコと

いう部会を立ち上げたという思いもあります。そういう点からは、７番が非常にふさわ

しい気はします。27番はテーマがすごく大きいので、地球環境とエコという私たちのテ

ーマからすると、一番ぴたっときますが、皆さんがまず何をしたらいいのかという具体

性のあるアピールができるものは７番のほうです。今の子どもにとっては、夏の暑い盛

りのとき、木陰が全くない環境で育っていますから、こんなものだと思ってしまってい

ますが、私たち大人は決してそうではないです。これは普通ではないと語り合えるそう

いうきっかけにもなればいいと。この木と花と水にしても、亀や魚をわざわざ見に行か

ないと、本当に見つけられないようなそういう環境は寂しいとみんな思っています。こ

のポスターが各区に張り出されると、何かそういう語りかけができていいかと感じます。 

 

部会長 では、挙手をお願いします。 

 

〔挙 手〕 

 

事務局 15番が５人で一番多いということになります。 
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部会長 15番はどこの学校ですか。 

 

事務局 東小田小学校です。 

 

部会長 実行計画における今までの取り組み状況について説明します。 

 １番の「環境問題啓発ポスター」は済みました。 

 ２番の「各解決策の現状」、「緑のカーテンづくり」は、先日、第３庁舎の南側でつ

くりました。来るときも見ましたが、まあまあ順調です。森のメンバーは17人でしたが、

40人前後の方が参加しました。インタビューした神奈川新聞の記者が余り多いのでびっ

くりしていました。前の区民会議のときに大ぶろしきを広げたようなことを言いました

ので、各部の部長も顔を出して、職員の方を応援で出してくれました。これが本当の協

働で、結果とか経過がわかるから、これがそうですという形で神奈川新聞に載ることが

できました。 

 「第１期の「まちを花で飾る活動」の拡充」は、３商店街ふえて、今度６商店街にな

りました。特に田島地域には、川崎球場のＵ－19のアメフトのときのものを50移しまし

て、また20～30追加して持っていっています。特に水やりをしてくれる家ということを

前提に念を押しながら置いてきました。 

 「環境意識向上ポスターの作成」は今決まりました。 

 「環境出前講座の実施」は周知していますが、今のところ、依頼はどこからも出てい

ませんか。 

 

事務局 現時点では、依頼はございません。 

 

部会長 これはまた何らかの形で周知しなければいけないと思っています。 

 「環境エコ期間（週間）の設定」は、昨年も８月１日から15日まで２週間、各町会と

か役所も一緒に取り組んだ実績があります。同じように８月１日から15日までの間をエ

コ週間にして、その中でイベントの日を１日だけセッティングします。第３庁舎裏にあ

れだけの空間があって、ゴーヤーのトンネルをつくっています。８月のそのころになれ

ば、相当にぎやかになっていると思います。区民会議のエコ部会で手がけたものである

ことを前面に押して、例えばある時間帯はいつでも誰でもコンサートとかを交えながら、

そこの中で幾つかの施策を考えながら、昼間だと相当暑いので時間をどのぐらいにする

かは皆さんに検討していただきます。８月５日のいつでも誰でもコンサートはもうやる

ことになっているのですか。 
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事務局 いつでも誰でもコンサートは５日で決まっています。 

 

部会長 それに合わせれば一番無駄な予算がなくてできることはできますね。いつでも誰

でもコンサートは地域振興課で担当しているのですか。 

 

事務局 地域振興課が担当です。 

 

部会長 あれと合体してやれば、役所の手もたくさん出ます。 

 東田商店街、たちばな通り、平和通りは、花の関係で各理事長とちゃんと調印してい

ます。我々がやるときに乗ってきて、自分たちも出店するとか何かやれば、いろいろな

お客さんも呼び込めます。民官一緒でそれなりの盛り上がったものになるのではないで

すか。 

 ただ、残念ながら８月ですと、市政だよりには載せられないです。そういう面で周知

がいまいちになるところはありますが、イベントの周知は皆さんで知恵を絞って、町会

にも周知してもらうとかやれば、それなりの盛り上がりはできると思います。 

 現在、役所で提案していただいているのはいつでも誰でもコンサートですが、時間的

に何時になるのですか。 

 

事務局 12時から12時45分までの間です。 

 

部会長 第３庁舎の中でやるものですか。 

 

事務局 １階のロビーです。 

 

部会長 関連して第３庁舎の中に環境関連のパネルだとかこのポスターを貼るのですか。 

 

事務局 環境局のパネルとあわせて、こちらのポスターを貼って、コンサートに来られる

方に見ていただければと考えています。 

 

部会長 あとは、緑のトンネルではどのぐらいの温度か。結構違うはずです。太陽がさん

さんと照っているときに何度違うか。実際にこんなに違うことを体験してもらうとか、

ゴーヤーの配布会です。これはなった実ですか。 

 

事務局 今、大師支所、田島支所、建設センター、衛生研究所に緑のカーテンがあります

ので、それぞれのところからなったゴーヤーを持ってくると、結構な数になるかと思い
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ます。 

 

部会長 順調にいけば、そのころ相当なっているはずです。 

 

事務局 それを、来られた方に配布するのもいいかと思います。 

 

部会長 そういうアイデアが出ています。 

 小学生を対象にした環境クイズ大会とかそういう感じで、あとこういうこともやった

らどうかというアイデアは何かないですか。 

 子育て支援センターに今、シルバーセンターから１人、派遣されるようになりました。

その方が比較的植物に詳しくて、去年ゴーヤーをつくったら、お年寄り２人で食べ切れ

ないので、全部切って種をとって、細かく刻んで冷凍パックで冷凍庫に入れて、いまだ

に食べているそうです。そういう保存法とか食べ方を書いたものを一緒に上げるとか種

をとる呼びかけをしたらどうですか。 

 

事務局 ゴーヤーの料理の仕方があれば、そういうのを書いて配るのも１つですね。 

 今、環境局と調整中ですが、第３庁舎３階の食堂でその日、ゴーヤー料理を特別に出

していただくことも考えています。 

 

委員 前に１回やりませんでしたか。 

 

部会長 高津区でやりました。 

 

部会長 今日帰って、こういうのがあったといったら、事務局へ電話をしていただいて、

予算はかからないが、なるべくいろいろな施策があるといえば、盛りだくさんでいいの

ではないですか。 

 

委員 何か配り物をするのであれば、その中の１枚に区民会議だよりもしくはそれに類似

するもので、区民会議ではそれ以外にもこういう取り組みをしていますというＰＲみた

いなものは。８月５日にこれをやるとすると、翌日までアゼリアの地下街の広報コーナ

ーにポスターが展示されていることになるので、そちらも見てお帰りいただけるように、

ちょっとピックアップしたものが配られるといい。今後も「まちを花で飾る活動」に皆

さんご協力くださいという形でつなげられるとうれしいです。そういうのを自分たちの

手でつくったほうがいいだろうと思った次第です。 
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事務局 区民会議の皆さんがかかわっていただいたほうが私もよろしいかと思います。 

 

副区長 そのほうがいろいろ温かみのあるチラシなどができると思います。 

 

部会長 高給をもらわないでやるところに価値があります。 

 

委員 ８月５日にＡ４、１枚物、白黒前提でつくるときには、微調整の時間も考えると、

原案はいつぐらいまでに出せば可能でしょうか。 

 

事務局 ２日、３日前ぐらいに原案をいただければ、印刷して用意することはできると思

います。 

 

部会長 全員に周知する前提でやると。 

 

委員 皆さんからいろいろ肉づけをしていただける前提で、21日の朝には事務局にメール

で原案を送りたいと思います。よりよいものを配るためのご意見を皆さんからいただき

たいので。 

 

副区長 今言われているのは、当日のですか、事前の周知ポスターですか。それとも両方

ですか。 

 

委員 ８月５日に、例えばゴーヤーを１本ずつ渡すときに一緒につけて渡すようなもので

す。このゴーヤーを食べながら、区民会議でこんなことをやっているのかというのを話

題にしてくださいみたいなものです。 

 

副区長 区民会議のお知らせとかゴーヤーの調理方法とか保存方法とかいう感じのもので

すか。 

 

委員 調理方法が片面にあったら、裏には区民会議の活動ＰＲになっている形でもいいと

思います。その方が捨てられずに済むと思います。 

 

委員 つくり方があれば結構見るかもしれないです。 

 

部会長 よろしいですか。 
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各委員 異議なし 

 

部会長 その日の催しにこういうものを加えたほうがいいというのがありましたら、事務

局に連絡してください。 

 環境ポスターは、環境エコ期間中に各町会とか集会所関係に掲示する予定ですので、

ご協力をお願いします。 

 前に打ち水をやっていますが、やった瞬間、どのくらい温度が下がるかとか、そのと

き施策としてやる必要があるのではないかという気はします。 

 

副区長 ８月５日にイベントをやるというチラシはどうしますか。 

 

部会長 チラシはなければだめです。 

 

委員 これは必要です。知らせなければ集まらないから。 

 

事務局 いつでも誰でもコンサートが12時45分までで、その後に外の公開空地で別の催し

を行いますので、最終的にイベントが終わるのは４時ぐらいと考えています。ここの場

で、少し長過ぎるとか、もう少し短くしたほうがいいとか意見があれば、時間はまた調

整します。 

 

副区長 暑い中、４時間大丈夫ですか。 

 

事務局 補足しますと、今のところ、12時から12時45分のいつでも誰でもコンサートは決

定しています。パネル展示は、８月３日月曜から８月７日金曜日までロビーに掲示がで

きます。また、暑さ対策としてテントを張って行事を行うことも考えております。 

 

部会長 環境局でいろいろなところへ持っていって掲示するパネルをそのまま使うのです

か。 

 

事務局 そうです。 

 

部会長 特別そのために大変ということはないですね。我々が特別何かする心配はないで

すね。事前のポスターは事務局でお願いします。 

 

委員 ５日水曜日は、平日の昼間ですが、皆さん来られるのですか。来られない人は、何
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かどこか別のところでご協力いただくとか、みんなでやりましょう。 

 

委員 ５日は何時に集合ですか。 

 

部会長 いつでも誰でもコンサートが始まるのが12時ですから、外の準備があるので、１

時間ぐらい前ですか。 

 

委員 十分ですね。セッティングとか別にあるわけではない。 

 

委員 何か手伝いはあるのですか。 

 

事務局 パネルはもう既に設置されていますから、外でどういうイベントを展開するかに

よって準備も出てきます。それによって集合時間は変わってくると思います。 

 

部会長 今１時間前とかなかなか決めづらい。 

 

事務局 12時45分までは多分皆さんコンサートを聞いていると思うので、１時過ぎからで

いいのかという気がします。それでなければ45分少し前に来ていただく。 

 

部会長 そのときに必要なものですね。打ち水をやるといったら、品物さえきちっと事前

にそろってあれば。 

 

事務局 そうです。管理している庁舎管理課と最終的にどういうものが置けて、どういう

ものは置いてはいけないか、その辺のところがまだ詰まっていません。例えば真夏です

ので、テントを張りたいということも一々確認をとらなければなりません。 

 

部会長 その辺も調整しながら、事前にやることがたくさんあれば別ですが、役所だけで

準備しておいて、僕らが行くのもまたちょっと。一緒になって用意するのが普通です。

よく検討していただいて、文書で全員に周知してください。 

 

委員 人がそんなに集まるのですか。 

 

部会長 事前に役所でつくってくれたものを何らかの形で流します。 

 

事務局 どうやってＰＲするか、皆さんと検討させていただきたいと思っています。８月
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５日ということで市政だより川崎区版には掲載できません。区のホームページには掲載

はできますが、それ以外はチラシをどこに配布するのかという話になってくると思いま

す。今考えているのは、緑のカーテンづくりで会員を登録していますので、そういう方

には、事前にチラシを配布してお知らせしようと考えています。それ以外に、例えば町

会とか各団体でチラシを配っていただければＰＲになると思います。 

 

部会長 町会にお願いするにしても回覧ですね。 

 

委員 小田公園で８月29日に夏のお楽しみ大会というのを４時から６時まで、２時間の企

画でいろいろ子どもを遊ばせます。水鉄砲、スイカ割り、バナナのたたき売り、マジッ

ク、太鼓のイベントと企画してできるようになっていますが、２時間がいいところだろ

うと。よほどいろいろなものがないと、２時間は大変きついのではないか。それよりも

っと長いということを言われていたので、１時半からやれば、せいぜい３時半までぐら

いかと実際感じます。夏の一番のイベントですが、お客さんに来てもらわないといけな

い。 

 

部会長 例えばポスターを描いてくれた小学校には周知して、協力してくれる商店街にチ

ラシを置いてもらって、来たお客さんに声がけをお願いする。あとは、支所など、よく

お客さんが出入りするところで。 

 

事務局 東田公園の場合は、スイカをもらったり、水鉄砲をつくったり、販売もしたり、

自由度が非常に大きいものですから、割と人を引きつける部分はあるのですが、コンサ

ートとパネル展示を中心に、あとどれだけ広げられるかを今庁舎管理課へ相談している

ところです。 

 

委員 それをやって、お客さんに今度東田公園のほうに流れてもらうようにすればいいの

ではないですか。 

 

事務局 東田公園のイベントは７月27日を予定しておりまして、こちらのイベントは８月

５日に実施予定です。 

 

部会長 東田公園は環境局でやるのですか。 

 

事務局 そうです。 
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部会長 ８月５日はここでやりますと、そのときにもチラシをまけばいい。 

 

事務局 東田公園のイベントは水鉄砲を作ったり、水鉄砲で紙を破って落ちたらお菓子を

もらえたり、子ども向けのイベントをやっています。あとエコバッグを作ったりとか、

そういうので結構お客さんが集まっています。逆にそういうイベントがないと、子ども

たちが集まるかどうか、ちょっと難しい気がします。ただ、第３庁舎の庁舎内ですので、

そこまで広げることができるかどうか。これは調整しないといけないと思います。 

 

委員 小田公園の打ち水は、お風呂の余り水をペットボトル１人１個持ってきてくれとい

うことでやりました。自分たちがまいて、温度がどのぐらい下がるだろうかと、初めの

ときは結構成功しました。 

 

部会長 これを見ると、小学生対象のものはないですね。大人のものみたいな感じがあり

ます。 

 

委員 引きつけるイベントがないとさっきから見ていました。これで来るのかという感じ

です。 

 

委員 このポスターは全部貼るわけですか。 

 

事務局 原画はアゼリアのほうに貼ってあります。パネル展示のほうはＡ３ぐらいにコピ

ーして貼ろうと思っています。 

 

委員 ３つの小学校から友達が描いたものがあそこに展示してあるから見に行こうという

形ではできないわけですか。 

 

委員 これを出していただいた学校には連絡できるでしょう。そうすると、今度親たちの

口コミで、自分の子が出ているからと声をかけると、皆さん、お友達で見えるのではな

いですか。 

 

事務局 ただ、そこで子ども向けのイベントが何かあるといいのですが。 

 

委員 何かクイズみたいな。 

 

部会長 あんな狭いところだから、200人、300人来たらいっぱいになってしまいますね。 
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委員 外へテントは張るのですか。 

 

事務局 炎天下ですから、できればテントでも張りたいと思っています。 

 

委員 張れるかどうかは交渉ですか。 

 

事務局 そうです。 

 

委員 子ども向けの何かね。 

 

委員 子どもの昔の遊びは本当に幅広くあります。ベーゴマ、竹トンボづくり、竹馬も用

意しておけば、大分遊べるのではないですか。そういうものに興味を持って、子どもは

よくそういうところには集まっています。 

 

部会長 庁舎管理課との絡みがありますが、子どもを引きつける何かは欲しいという気が

します。 

 

委員 スペースも余り広くない。水鉄砲を飛ばすのは絶対無理です。であれば、ゴーヤー

に特化して、来ていただいた方は、クイズに答えるとゴーヤーがもらえて、レシピもも

らえるとか、そっちをきちんとＰＲしたほうがいいのではないですか。ゴーヤー以外に

も夏のお勧め料理、季節のものを食べましょうみたいにしてもいいのかと。 

 時間がないので、どこまでやるのかが問題ですが、子ども向けにどうしようと考える

のであれば、いつでも誰でもコンサートに来る人自体、多分大人が多いだろうと考える

と、そのまま外に出てきてゴーヤーのトンネルを見ていただき、うちでも食べているけ

れども、こういうふうに簡単にできるのとか、種とか苗とか配っていると聞いたような

気がするとか、大人の気持ちを引きつけ、なおかつ、パネル展示で子どももこういう形

で一緒になって考えていますよと。８月５日のほかに各地で打ち水とかイベント等があ

るので、夏休みの間、お子さんと一緒に楽しんでくださいと。そっちの手助けをする形

で、ここは緑のトンネルに特化していくのも１つの手かと思います。とにかく人が流れ

るようにする。 

 

事務局 今の意見も踏まえて、また何かあれば事務局に連絡いただければ、それも含めて

検討させていただいて、改めて報告させていただきたいと思います。 
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部会長 正式な実行計画には載りませんでしたが、「区民が取り組む環境エコ部会」とい

う形で提案されています。これは先行き時間があれば考えたり、また取り入れられるの

であれば取り入れましょうという形で載っていると思います。 

 『地域緑化』では「ケナフを活用した緑化推進」とか「地域による道路沿いの植栽の

管理」、『域や家庭での環境意識向上のための啓発・教育』では「地域環境リーダー育

成講座への参加の促進」、『区内の川、池、海などの水資源の環境保全』では「水に親

しむイベントの実施」があります。この中で７月以降、今度は取り組みたいとか、そう

いうものがあれば、このままお蔵入りさせないで検討するのも１つです。 

 

事務局 ここに載っているもの以外でも何か新たな取り組みがあれば、議論していただき

たいとばと思います。 

 

部会長 この１年間やってきた以外でも何かありますか。 

 

事務局 今考えられるのは地球環境リーダー育成講座への参加です。エコ部会の中でどな

たか入っていただいて、環境リーダーとして、環境出前講座の講師をやっていただくと

か、講義や講習会を開くとか、何かそんなことができればいいと思います。それ以外に、

ここには載っていませんが、緑のカーテンの会員がある程度増えてくれば、この方たち

を育てて、その人たちが川崎区の環境リーダーになっていただくという取り組みも考え

られるかと思います。 

 

部会長 そういう意味では、リーダーを受ける人が１人や２人はいるのではないですか。

35人ですか。 

 

事務局 35人ですが、個人は18人です。そういう方に呼びかけるとか。 

 

部会長 何人かに呼びかけるのもありますね。 

 

事務局 もう１つ、例えば身近な話として、各ご家庭にエコドライブを呼びかけていく。

これは車を持っている方であればできることです。川崎区専用のエコドライブのステッ

カーか何かをつくって、それを車に張って実践してもらうことはできないのかと考えて

います。 

 

部会長 ゲームとかそういうのばかりで子どもたちの外遊びが少なくなって、子どもたち

を思い切り外遊びさせようというので、外遊びの実行委員会というのが多摩区の区民会
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議で立ち上がりました。これは７月27日にやります。それの延長線上で、せせらぎ館と

か日向山、生田小学校の校庭とか、そういうところで外で遊ぼうというので、区民会議

のメンバーとか青少年指導員とか、そういう人たちも絡めて立ち上がって、この間、こ

のチラシをままとんきっずの人が持ってきました。 

 こういう川の遊びがあるではないですか。東扇島にあれだけのものができたので、あ

れを利用した遊びも、今からでは計画を遅かりしなきにしもあらずですが。 

 

委員 大師河原にもあります。 

 

部会長 だから、あそこを利用します。 

 

委員 あそこもいろいろイベントはやってはいますので、合流するのも。 

 

委員 夏休みは必ずやっています。 

 

部会長 何かタイアップする必要はあるのではないか。せせらぎ館はすっとみんな入って

いきます。何かボードもあるし、いつも電光掲示板みたいのも見えます。ああいう何か

ＰＲみたいのがまだいまいちです。あそこに全国で何台しかないすごい車があります。

子どもたちが見たら、これは喜ぶだろうなと。 

 

委員 区民会議でもし多摩川を利用するのであれば、あそことタイアップして、例えば学

校の行事で子どもを連れていって勉強させるとか遊びをやらせるとか、そういうことで

ちょっとかかわる。 

 

事務局 水辺の楽校はほかの区で幾つかあります。川崎区はまだ立ち上がっていないとい

うことで、タイアップはまだ難しいという話になったと思います。１つの組織として、

何かそういう活動をしているということであれば、そういうところと一緒に活動ができ

ればよいと思います。 

 

部会長 あそこは、夏になると、子どもを何十人と多摩川の源流までキャンプに連れてい

くすごい人がいます。ああいうパワーがある人がいないと立ち上がらないです。 

 その辺も状況をよく把握していただいて、それは区民会議との協働でやるのもいいで

はないですが、一緒に周知するということで。また提案がありましたらよろしくお願い

します。 

 この10人ぐらいのメンバーが常に集まってやると、動きがちょっと鈍くなるというの



 

－ 15 －  

 

 

で、もう少し決めたことを事細かに練ったりするプロジェクトチームを作ろうという流

れができてきたと思います。 

 そういう中で、先日、幹事会でも、荒井副委員長を頭にして、両部会長を入れて、エ

コとつながりと両方から２名ずつ委員を出して、７人ぐらいのメンバーで、ある程度の

ことがまとまったら、すぐ全員におろしてもらい、必要ならまた部会を持つということ

です。我々の困っていることは、どこかの部署で把握しているはずです。これだけの優

秀な職員がいて、それでも問題が残っているのは、行政は市民を巻き込むのになかなか

大変であると。市民の力が巻き込めれば簡単にできます。解決策はある程度はあるだろ

うし、気がつかないところは、市民の提案とアイデアで、市民と一緒と解決しようとい

うのがこれの目的です。ですので、我々の活動しやすいプロジェクトチームを立ち上げ

ようという状況に区民会議全体の意見が流れているようです。まずその形の流れを皆さ

んが了解してもらえれば、どうですか。 

 それでは次の議題に入りたいと思います。事務局から概略説明をお願いします。 

 

事務局 先日の幹事会で提案があった区民会議の実効性を高めるための取り組みについて

説明させていただきます。区民会議は第２期を迎えていまして、これまで、川崎区の特

徴である実行計画をつくって、実行性を担保しながら課題を解決していくという方法は

大変評価されているところです。ただ、そういう中で課題が幾つか見えてきた。その辺

の課題を解決するに当たって、プロジェクトチームをつくったらどうかという話があり

ました。 

 たとえば、的確な地域課題を把握、選定できているのかということや、多くの区民が

望んでいるような地域課題を区民会議がきちっと把握できているかどうか。また、委員

が今の選任方法でいいのかどうか、地域活動の担い手となる民の方、一般の個人の方を

育てる場として、区民会議を生かせているのかどうか。提案した内容が地域の活動とし

て広がっていっているのか。あとは区民会議の認知度が低い、アンケートの結果、区民

の中で19％ぐらいしか区民会議を知っている方がいらっしゃらない。もう１つは、任期

と予算のサイクルがうまく合っていない。７月から始まって６月までの任期ですが、役

所の予算のサイクルは、10月ぐらいから予算を要求していきます。そうすると、７月に

立ち上がったとしても、２、３カ月ぐらいしか議論する時間がない中で予算要求をしな

ければいけないのは無理がある。そういう意味で、区民会議の任期自体を変えるのも１

つの考え方です。そういうもろもろの課題がありますので、それをプロジェクトチーム

を立ち上げて議論しましょう。 

 もう１つの話として、全体会議、専門部会、皆さん出席されて感じられている部分は

あると思いますが、なかなか積極的な意見が出てこないようなところもあります。では、

積極的な意見をどうやったら出してもらえるのか、部会のほかに別のやり方があるのか
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とか、そういう課題をさまざまな切り口から検討していただく。荒井副委員長を筆頭に

両部会長、各部会から２名の委員を出して、７名で１つの部会として検討していこうと

いう話になった次第です。 

 

部会長 これ自体はよろしいですか。 

 

各委員 異議なし 

 

部会長 それでは、このエコ部会から２人出ていただくということですが。木島委員と藤

岡委員にお願いします。今日の議題は終わりましたが、何かその他漏れていることはな

いですか。 

 

事務局 新たな取り組み課題で、身近にこういう団体がこんな取り組みをしているとか何

かあれば、次回、その辺を調べてきていただければと思います。場合によっては、区民

会議の専門部会で見学しに行ったり、もしそういう取り組みがあれば、資料をつくって

いただくなり、写真を撮っていただくなり、次回報告していただければと思います。 

 

３ 閉 会 

部会長 長時間にわたりありがとうございました。これからまたプロジェクトチームも動

き始めると思いますので、情報を密にしてもう一度盛り上がりたいと思います。 

 

午後 ８時１９分  閉 会 


