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地域全体で子育てを応援する環境づくりに向けて
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川崎区では、若い世代の転入が進んでいることや外
国からの移転により日本語に不慣れな親子が多いな
ど、子育てに対して多様な支援が求められていることが
わかります。
第3期区民会議では、「地域の人と子育て中の親が出
会う場所づくり」「こころの居場所づくり・不登校支援」
「自由に思いっきり遊べる場所づくり」「健康推進に関す
る取組」「世代間が交流する場の拡充」の調査・審議を
進めました。
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<平成21年度区民アンケート：子育てに対して最重要視する取組>
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＜審議経過＞
○ 身近な地域での交流事例の把握
○ 世代間交流プログラムの検討
○ 地域全体で子育てを支える仕組みについて審議

＜まとめ＞
● 地域の人が集う場所に気兼ねなく子育て中の親
 が訪れることができるために、区内の各施設等
 において、年に１回以上世代間の交流プログラ
 ムを実施することが必要です。
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＜審議経過＞
○ 「フリースペースえん」の視察
○ 関係所管課へのヒアリング
○ 地域全体で支える方法について審議

＜まとめ＞
● 学校等に行くことができない児童・生徒及びその
 保護者への支援策について地域全体で理解を深
 め、対象者に必要な情報が円滑に伝わる環境の
 整備が必要です。
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＜審議経過＞
○ 「川崎市子ども夢パーク」の視察
○ 公共施設等の利用状況の把握
○ 子どもと関わる人材の発掘・育成について審議

＜まとめ＞
● 身近に自由で思いきり遊べる場所をつくるととも
 に、普段から子どもと関わるプレーリーダーを養
 成するための講座を開催するなど、人材の発掘、
 育成への取組が必要です。
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＜審議経過＞
○ 地域全体で子どもを見守る環境づくりの検討
○ モデル事業「カローリング交流会」の実施・検証
○ 世代間交流を深める仕組みについて審議

＜まとめ＞
● 今後、取組を広めていくためには、地域のスポー
 ツ関係・青少年関係の団体との協働で、地域毎に
 カローリングのルールなどを指導できる人材を
 育成することが必要です。
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＜審議経過＞
○ 「健康出前講座」実施の検討
○ 「『健康出前講座』の実施」を区に提案
○ 講座を実施した所管課へのヒアリング・検証
○ 地域全体で子どもの健康を推進する仕組みにつ
 いて審議

＜まとめ＞
● 地域で子どもの健康を推進するために、地域の
 ボランティア、市民活動団体、企業、学校医等の
 連携により継続的に実施していくための仕組み
 の検討が必要です。
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環境意識の高まりによる地域緑化の促進に向けて
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川崎区は、市内で市街化が最も進んでおり、区
域に占める300㎡以上の樹木の集団の割合が7
区中最下位と、緑が非常に少ない現状にありま
す。また、平成21年度区民アンケートの結果など
から、区民一人ひとりの緑や環境に対する意識
の向上や緑の保全の取組に対するニーズが高
いことがわかります。
第3期区民会議では、２つの課題解決策「環境
意識向上ポスター作成継続・拡充」「『区の花』
『区の木』の制定」に関して、調査・審議を進めま
した。
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<平成21年度区民アンケート：環境に対して最重要視する取組>

地球環境問題啓発ポスターコンクールの開催 「区の花」「区の木」の制定

平成23年度最優秀作品

　平成24年４月１日に迎える区制40周年を記念し
て、「区の花」「区の木」を制定します。
　区の花は「ひまわり」「ビオラ」、区の木は「銀杏」

「長十郎梨」に決定しました。

いちょう

ちょうじゅうろうなし

ビオラひまわり 銀杏
いちょう

長十郎梨
ちょうじゅうろうなし

第３期区民会議の成果及び区の取組
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区民の環境意識向上の
ための啓発

区の自然環境の保全

地域でできる地球温暖化対策や
低炭素社会実現に向けての取組

子どもに対する環境に
ついての教育

区内の緑化

環境に関する情報の充実

　平成21年度から区内小学校6年生を対象に
実施しているポスターコンクール。平成23年度
は、104作品もの応募があり、入賞者に対し、表
彰式で賞状を授与し
ました。
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＜審議経過＞
○ 平成21年度からの実施状況の把握・検証
○ 参加校・参加者の拡充について審議
○ 応募作品の効果的な活用について審議

＜まとめ＞
● 今後は、応募作品の展示場所の拡充や町内会・
 自治会、学校、企業などと連携した啓発活動な
 ど、ポスターの効果的な活用方法の検討が必要
 です。
● 子どもだけでなく大人も出展できるような企画
 を検討するなど、より多くの人が参加できるよう
 垣根を低くすることが必要です。
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＜審議経過＞
○ 地域緑化の推進・区のイメージアップについて
 審議
○ 「『区の花』『区の木』の制定」を区に提案
○ 効果的な活用について審議

＜まとめ＞
● 制定後は、区民や区外の人にも愛着を持っても
 らえるよう、積極的な植栽、ロゴマークの作成、イ
 ベントでの活用、地域・学校・企業等との連携を
 図った取組が必要です。
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川崎区区民会議（第１期、第２期）の主な成果について
区民会議の提案に基づき、区内では様々な事業が展開されています。
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①シニアパワー事業（第１期提言） ②川崎区エコプロジェクト事業（第１期・第２期提言）
■シニア世代が地
域活動に参加す
るきっかけとな
るようなイベント
の実施

③メルマガ「インターコムかわさきく」配信事業
       （第２期提言）
■外国人市民向けの、携帯電話メールマガジンの配信

新たな地域の魅力を
発見

６か国語で定期的に配信中

臨海部の企業の環境に
配慮した取組を紹介

緑化関係団体の方の
指導のもと花植え作業

〒210-8570　川崎市川崎区東田町8番地
電話  044-201-3267 　FAX  044-201-3209

��� ����!"�#$%

50音順・敬称略　◎ 委員長　○ 副委員長

赤間　靖夫  荒井　敬八  石渡　勝朗  猪熊　俊夫  魚津　利興
木島　千栄  小泉　忠之  島田　潤二  鈴木　　真  冨田　順人
長島　　亨  朴　　栄子  秦　　琢二  服部　正夫  深澤　香織
藤岡　玲子  星川　孝宜  宮崎とみ子  吉野智佐雄  鷲頭多加志
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川崎区区民会議の取組

○ 区民会議では、審議の内容を広く知ってもらうため、全体会議や専門
 部会を傍聴することができます。また、審議で使われた資料や議事録
 については、川崎区役所のホームページでみることができます。

○ 川崎区区民会議で
 は、広く審議の内容
 を知ってもらうため、
 区民会議フォーラム
 を開催しています。

○ 審議の経過を周知するため、区民会議だよりを発行し
 ています。区役所、各
 支所やかわさき情報
 プラザ、教育文化会館、
 図書館分館等でみる
 ことができます。

■区民団体や小学生を対象とした、環境にやさしい取
　組を紹介する環境出前講座の実施

■公共施設等での、区民との協働による緑のカーテン
　づくり及び草花の
　植栽
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