


第５期川崎区区民会議中間報告書の発行に寄せて 

平成２６年４月に第５期川崎区区民会議がスタートし、早くも１

年が過ぎようとしています。第５期川崎区区民会議では、様々な地

域活動を通して経験を積まれた委員が、時には熱く、時には激しく、

議論を積み重ねてきました。その結果、この１年間の調査・審議内

容を中間報告書として取りまとめることができました。御協力をい

ただいた皆様にこの場をお借りして御礼を申し上げます。 

今期の区民会議では、各委員が日頃の地域活動を通して把握して

いる地域課題や区民アンケートの結果に基づき、防災対策、子ども

の遊び場、交通安全対策をテーマとした「地域を育むまちづくり部

会」と、高齢・障害者福祉、子育て、多文化共生をテーマとした「だ

れもがいきいき暮らす部会」の２つの専門部会を立ち上げ、地域に

おける身近な課題の解決を図るため、審議を重ねてまいりました。 

そして、平成２７年２月には「だれもがいきいき暮らす部会」の

審議テーマである「外国人市民も暮らしやすいまちづくり」の実現

に向けて、外国人支援団体と連携した防災フォーラムを開催すると

ともに、川崎区区民会議フォーラムを開催し、区民の皆様にこの１

年間の調査・審議結果の御報告と、区民会議に対する御意見を拝聴

することができました。 

これら区の地域課題に関する提案は、私たち区民と区との協働に

より実行に移されるものと考えております。 

区民の皆様には、是非、この中間報告書を御一読いただき、暮ら

しやすい地域社会の形成に向けて、引き続き、区民会議に対して様々

な場で御協力いただけるようお願い申し上げます。 

平成２７年３月 第５期川崎区区民会議副委員長

新井 トキ子
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Ⅰ 地域課題の把握と専門部会の設置 

１ 地域課題の把握 

（１）区民会議委員への事前アンケートで出された区の課題 

・第５期川崎区区民会議では、第 1回全体会議に先立って各委員に対して、審議課題に関す

るアンケートを実施しました。このアンケートでは、次のような課題が出されました。

地域課題の分野 課題

災害対策 ○自主防災組織の活性化

○総合的な災害対策の広報

○津波被害に備えた避難場所の確保、コンビナートの火災対策

○町内会で定期的な防災訓練の実施

○減災に関するマニュアル作成とその実践

防犯・防火 ○ポスターや研修による火災予防の周知

○子どものスマホの適正利用の周知

○「向こう三軒両隣」の復活

○振り込め詐欺・悪質商法対策

○公園の整備（電波式時計の導入、利用看板の設置）

交通安全 ○自転車マナーの向上に向けた啓発

○子どもや高齢者向けの交通安全教室の開催

○通学路のグリーンベルト化

高齢者・障害者福

祉 
○各種制度の広報

○高齢者同士の地域での交流や見守りの促進

○災害時要援護者制度の登録促進

環境美化・地域緑

化
○公園（富士見公園）の環境整備

○ポイ捨て禁止の啓発

○清掃ボランティアを普及させる仕組みづくり

子育て ○子育て団体と地域の団体との連携による世代間交流の促進

○公園の砂場に囲いの設置

○小児医療制度の拡充

○子どもの居場所づくり、自由に遊べる場づくり

○三世代交流の促進

○引退した保育士を再登用する仕組みづくり
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地域課題の分野 課題

教育 ○不登校の子どもと保護者の居場所づくり

○地域や学校を巻き込んだ外遊びの推進

○地域住民の学校教育への参加の促進

生涯学習 ○大人が学んだことを子どもに伝え、世代間交流を促進する仕組みづ

くり

○高齢者を講師とした趣味の講座の開催

○家庭教育、社会教育、学校教育の連携

地域コミュニ 

ティの活性化
○世代間交流による地域コミュニティの活性化

○関係団体の連携による青少年の健全育成

○健康、食をテーマとした地域コミュニティの活性化

○町内会加入者減少の歯止め

○東西バス路線の確立

観光・文化 ○産業と一体化した魅力づくり（臨海部見学施設マップの作成等）

○博物館・美術館の設置の推進

外国人市民に関

する事業
○アンケートを実施し、外国人市民も抱合した区民が住みやすいまち

を実現

○外国人市民代表者会議との連携

○学校や生活に関する情報を伝える仕組みづくり

○日本語識字学級等と連携した外国人市民に対する防災の啓発

○多文化的要素を取り入れたシニアファッションショーの開催

○外国人市民を理解する取り組み

その他 ○地域ボランティアの育成

（２）平成 25 年度川崎区区民アンケート結果 

・区民会議の審議課題については、委員から出された意見だけではなく、平成 25年度区民ア

ンケートの結果も踏まえて選定しました。

＜平成25年度川崎区区民アンケートの調査方法＞ 

  ・調査の地域  川崎区全域 

  ・調査の対象  川崎区在住の満18歳以上の男女個人（外国人含む） 

  ・標本抽出   住民基本台帳からの層化二段無作為抽出 

  ・標本数    2,000標本 有効回収908標本 有効回収率45.4% 

  ・調査方法   郵送配布－郵送回収 

  ・調査期間   平成26年3月18日 3月31日 
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■区民会議で取り上げるべき地域の課題 

■今後、区役所において特に力に入れて欲しい事業

■「１０年後の川崎区」について、めざすべきまちの方向性
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２ 専門部会の運営について 

（１）進め方のフロー 

・第５期川崎区区民会議は、次のように進めることが決まりました。

＜平成 26 年度＞ 

＜平成 27 年度＞ 

■第１回全体会議〔区民会議条例第６条〕 

・区民会議の進め方、専門部会の設置 等

■専門部会〔区民会議条例第７条〕

・審議課題に関する現状把握、

調査、具体的な課題解決策を

審議

※年５～６回程度開催

■全体会議

・専門部会での審議や活

動の報告、方針の決定

※年４回程度開催

■幹事会

※全体会議の内容等の

確認

※全体会議の前に開催 

年３回程度

■区長へ中間報告（平成26年度末）〔区民会議条例第10条〕 

■区民会議フォーラム

・審議内容を広く周知

し、区民から幅広く

意見を伺う

■専門部会

※年６回程度開催

■全体会議

※年４回程度開催
■区民会議フォーラム

■区長へ報告（平成27年度末）
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（２）専門部会の進め方 

・専門部会は、次のように運営することが決まりました。

■分野ごとに専門部会を運営する 

選定された審議課題の分野をもとにして専門部会を設置・運営し、関心のある分野の

専門部会に所属し、それに関連する審議課題を審議

■２年間を通じて同一部会で審議 

平成
へいせい

２４年度
ねんど

報
告

Ａ専門部会

Ｂ専門部会

審議課題１

審議課題２

平成26年度 

審議課題１

審議課題２

中
間
報
告

平成27年度 

審議課題 → 解決に向けた調査・検討 

審議課題 → 解決に向けた調査・検討 

審議課題 → 解決に向けた調査・検討 

審議課題 → 解決に向けた調査・検討 

分野Ａ 

分野Ｂ
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３ 専門部会の設置とテーマ選定 

（１）専門部会の設置 

・２つの専門部会を次のように選定しました。

■Ａ分野（地域のまちづくりなどに関する課題）

地域課題の分野 課題

災害対策 ○自主防災組織の活性化

○総合的な災害対策の広報

○津波被害に備えた避難場所の確保、コンビナートの火災対策

○町内会で定期的な防災訓練の実施

○減災に関するマニュアル作成とその実践

防犯・防火 ○ポスターや研修による火災予防の周知

○子どものスマホの適正利用の周知

○「向こう三軒両隣」の復活

○振り込め詐欺・悪質商法対策

○公園の整備（電波式時計の導入、利用看板の設置）

交通安全 ○自転車マナーの向上に向けた啓発

○子どもや高齢者向けの交通安全教室の開催

○通学路のグリーンベルト化

環境美化・地域緑化 ○公園（富士見公園）の環境整備

○ポイ捨て禁止の啓発

○清掃ボランティアを普及させる仕組みづくり

地域コミュニティ

の活性化

○世代間交流による地域コミュニティの活性化

○関係団体の連携による青少年の健全育成

○健康、食をテーマとした地域コミュニティの活性化

○町内会加入者減少の歯止め

○東西バス路線の確立

観光・文化 ○産業と一体化した魅力づくり（臨海部見学施設マップの作成等）

○博物館・美術館の設置の推進

「地域を育むまちづくり部会」を設置
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■Ｂ分野（地域の保健福祉や多文化共生などに関する課題）

地域課題の分野 課題

高齢者・障害者福祉 ○各種制度の広報

○高齢者同士の地域での交流や見守りの促進

○災害時要援護者制度の登録促進

子育て ○子育て団体と地域の各団体との連携による世代間交流の促進

○公園の砂場に囲いの設置

○小児医療制度の拡充

○子どもの居場所づくり、自由に遊べる場づくり

○三世代交流の促進

○引退した保育士を再登用する仕組みづくり

教育 ○不登校の子どもと保護者の居場所づくり

○地域や学校を巻き込んだ外遊びの推進

○地域住民の学校教育への参加の促進

生涯学習 ○大人が学んだことを子どもに伝え、世代間交流を促進する仕組み

づくり

○高齢者を講師とした趣味の講座の開催

○家庭教育、社会教育、学校教育の連携

外国人市民に関する

事業

○アンケートを実施し、外国人市民も抱合した区民が住みやすいま

ちを実現

○外国人市民代表者会議との連携

○学校や生活に関する情報を伝える仕組みづくり

○日本語識字学級等と連携した外国人市民に対する防災の啓発

○多文化的要素を取り入れたシニアファッションショーの開催

○外国人市民を理解する取り組み

その他 ○地域ボランティアの育成

「だれもがいきいき暮らす部会」を設置
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（２）審議テーマの選定 

①地域を育むまちづくり部会 

■審議テーマの選定理由（部会で出された主な意見）

・自助をどのように市民に意識付けするかが重要である。

・防災手帳を作成し各自が持ち歩くことで、いざというときの役に立つ。また、手帳の作成

過程が家族で防災について話し合うきっかけにもなる。

・区全体レベルではなく、町内会単位程度の詳細な防災マップがあると良い。

・近年は子どもが気軽に遊べる場所が少なく、公園も規制や禁止事項が多くなっている。

・地域にとって公園は非常に大切な場所である。もっと有効活用できるように公園管理のあ

り方を見直す必要がある。

・スマートフォンを操作しながらの運転や傘を差しながらの運転など、いわゆる自転車の「な

がら運転」が危険である。

・自転車事故でも命に関わるケースや、多額の賠償金を払わなくてはいけない事例もある。

○災害発生初期には自助が大切であることを区民に意識づけるとともに、自主防災組織の

活動や取組を促進する必要がある。

○公園内の規制が厳しい現状から、子どもの目線に立った公園づくりを行い、子どもが気

軽に遊べる場所を創出する必要がある。

○自転車事故を無くすために、自転車運転のマナー啓発を行う必要がある。

審議テーマ：防災対策の充実

◎地域で防災マップづくりを推進するための「（仮）安全マップづくりマ

ニュアル」の作成

◎マイ防災手帳の作成を通じた家族防災会議の推進

◎自主防災組織のあり方の検討

審議テーマ：子どもの遊び場づくり

◎子どもが自由に自然にふれあえる場の確保・創出

◎公園の管理・運営のあり方の検討（禁止事項の整理など）

審議テーマ：交通安全対策の推進

◎自転車マナー向上の検討
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②だれもがいきいき暮らす部会

■審議テーマの選定理由（部会で出された主な意見）

・見守り活動というと高齢者のイメージがあるが、子どもや障害者も含めて網羅的に対象と

してはどうか。

・見守り活動には多様な団体が関わっているので、その実態を知るために調査をしてはどう

か。また、それぞれの団体の連携が十分ではないのではないか。

・子育て支援団体や子育て支援センター、小中学校、高等学校のボランティアを対象として

世代間交流の実態調査をしてはどうか。

・絵本の読み聞かせの場ではおばあちゃんがお孫さんを連れてくるケースもあり、三世代の

交流が図られている。

・教育文化会館の識字学級など、外国人が集まる場所で防災出前講座を開催すれば効果が高

い。

・外国人市民も住みやすいまちづくりを実現するためには、外国人市民へ必要な情報が行き

届くことが必要である。

○見守り活動を行っている団体の活動実態を把握し、各団体の連携ネットワークを構築す

る必要がある。

○絵本の読み聞かせなどの世代間交流活動の実態を把握し、子ども育成支援団体同士の情

報交換会を開催する体制づくりを行う必要がある。

○外国人市民も暮らしやすいまちづくりを実現するため、外国人市民向けの防災に関する

講座を開催する必要がある。

審議テーマ：地域における見守り活動の充実 

◎各団体で実施している高齢者、子ども、障害者などを見守る活動の実態

調査

◎見守り活動を行っている各団体の連携方策の検討

審議テーマ：子育てを通した世代間交流 

◎子ども育成支援団体同士の情報交換会の開催・展開

◎絵本の読み聞かせなどによる世代間交流の実態把握と促進策の検討

審議テーマ：外国人市民も暮らしやすいまちづくり

◎外国人支援団体と連携した防災フォーラムの開催

 （外国人市民意識実態調査による川崎区の特性の把握）
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Ⅱ 審議経過 

１ 審議スケジュール 

開催日 会議名 主な審議の内容 出席

平成26年

４月23日
第１回全体会議

・第５期川崎区区民会議の進め方について

・審議課題の分野の整理について

委員：20人

参与：３人

傍聴：１人

６月10日

第１回専門部会

「だれもがいき

いき暮らす部会」

・審議課題の選定について

・審議スケジュールについて

・専門部会の名称について

委員：10人

６月11日

第１回専門部会

「地域を育むま

ちづくり部会」

・審議課題の選定について

・審議スケジュールについて

・専門部会の名称について

委員：９人

傍聴：１人

７月22日

第２回専門部会

「だれもがいき

いき暮らす部会」

・第１回専門部会の審議内容の確認と区民会

議で取組みたい課題の絞り込みについて

・審議スケジュールについて

委員：10人

７月23日

第２回専門部会

「地域を育むま

ちづくり部会」

・第１回専門部会の審議内容の確認と区民会

議で取組みたい課題の絞り込みについて

・審議スケジュールについて

委員：10人

９月２日

第３回専門部会

「だれもがいき

いき暮らす部会」

・第１回、第２回専門部会の審議内容を踏ま

えた審議課題の選定について

・審議スケジュールについて

委員：９人

９月４日

第３回専門部会

「地域を育むま

ちづくり部会」

・第１回、第２回専門部会の審議内容を踏ま

えた審議課題の選定について

・審議スケジュールについて

委員：９人

10月21日 第１回幹事会 ・第2回全体会議について 委員：４人

10月24日 第２回全体会議
・各専門部会の進捗状況について

・今後の審議に向けた関係先の視察について
委員：17人
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開催日 会議名 主な審議の内容 出席

11月19日
第４回専門部会（合同部会）

そなエリア東京（東京臨海広域防災公園）視察
委員：６人

11月26日
第５回専門部会（合同部会）

識字学習活動（教育文化会館）視察
委員：12人

12月19日

第６回専門部会

「だれもがいき

いき暮らす部会」

・課題解決に向けた取組の方向性について

・平成26年度区民会議フォーラム（案）

・審議スケジュールについて

委員：５人

傍聴：１人

12月22日

第６回専門部会

「地域を育むま

ちづくり部会」

・課題解決に向けた取組の方向性について

・区民会議フォーラム（案）について

・審議スケジュールについて

委員：８人

傍聴：１人

平成27年

１月21日

第７回専門部会

「地域を育むま

ちづくり部会」

・審議課題について

・区民会議フォーラムについて

・今後のスケジュールについて

委員：８人

１月27日

第７回専門部会

「だれもがいき

いき暮らす部会」

・審議課題について

・区民会議フォーラムについて

・今後のスケジュールについて

委員：９人

２月17日 第２回幹事会

・第３回全体会議について

・区民会議フォーラムについて

・中間報告書（案）について

委員：３人

２月24日 第３回全体会議

・各専門部会の進捗状況について

・区民会議フォーラムについて

・中間報告書（案）について

委員：18人

参与：３人

傍聴：１人

２月28日

区民会議フォーラムの開催

・第５期区民会議審議内容の報告

・地球環境問題啓発ポスターコンクール表彰式

・子どもから大人まで楽しめる落語

・区民会議ポスターセッション

３月17日

第８回専門部会

「だれもがいき

いき暮らす部会」

・審議課題について

・区民会議フォーラム開催結果について

・中間報告書（案）について

委員：８人

３月18日

第８回専門部会

「地域を育むま

ちづくり部会」

・審議課題について

・区民会議フォーラム開催結果について

・中間報告書（案）について

委員：８人
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２ 専門部会の審議内容 

（１）地域を育むまちづくり部会 

日程 内容

第１回

平成26年６月11日

●審議課題の選定について

各委員から出された事前アンケートや区民アンケート結果を基に、

審議テーマを検討。次回の専門部会で決定することを確認。

●専門部会の名称について

「地域を育むまちづくり部会」に決定。

第２回

平成26年７月23日

●具体的な審議課題の選定について

前回の議論を基に、審議テーマを検討。

「防災マップの作成」「防災手帳の作成」「自主防災組織のあり方」

「向こう三軒両隣の復活、地域コミュニティの形成」

「公園環境の整備」「世代間交流」

第３回

平成26年９月４日

●具体的な審議課題の選定について

前回の議論を基に、審議テーマを大きく３つ選定。

「防災対策（マップや手帳の作成、防災訓練、自主防災組織）」

「子どもの健全育成（遊び場創出、公園の維持管理・運営）」

「交通安全（自転車マナー、自転車事故）」

●視察場所の検討について

第４回

平成26年11月19日

●そなエリア東京（東京臨海広域防災公園）視察

両部会で合同開催

第５回

平成26年11月26日

●識字学習活動（教育文化会館）視察

 両部会で合同開催

第６回

平成26年12月22日

●「防災対策の充実」について

町内会単位の防災マップの作成、家族防災会議を推進するマイ防災

手帳の作成、自主防災組織について検討。

●「公園環境の整備」について

プレーパークの実現や規制ボードではなく、利用マップにすること

などについて検討。

●「交通安全対策」について

ステッカーの作成などについて検討。

第７回

平成27年１月21日

●「防災対策の充実」について

「安全マップづくりマニュアル」、マイ防災手帳の仕様や記載内容

について検討。

●「公園環境の整備」について

公園の維持管理や設備等について、道路公園センター職員へヒアリ

ングの実施。

●「交通安全対策」について

自転車マナー向上の啓発について検討。

第８回

平成27年３月18日

●「防災対策の充実」について

マイ防災手帳の仕様や記載内容、安全マップづくりマニュアルのモ

デル地域などについて検討。

●「子どもの遊び場づくり」について

公園の整備のあり方、管理運営の手法について検討。
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（２）だれもがいきいき暮らす部会 

日程 内容

第１回

平成26年６月10日

●審議課題の選定について

各委員から出された事前アンケートや区民アンケート結果を基に、

審議テーマの検討を行い、次回の専門部会で決定することを確認。

●専門部会の名称について

「だれもがいきいき暮らす部会」に決定。

第２回

平成26年７月22日

●具体的な審議課題の選定について

前回の議論を基に、見守り活動についての団体間の連携などの審議

テーマを検討。

第３回

平成26年９月２日

●具体的な審議課題の選定について

前回の議論を基に、審議テーマを大きく３つに選定。

「見守り活動に関する実態調査」

「世代間交流、子ども支援団体情報交換会の開催」

「外国人市民に対する防災出前講座」

●視察場所の検討について

第４回

平成26年11月19日

●そなエリア東京（東京臨海広域防災公園）視察

両部会で合同開催

第５回

平成26年11月26日

●識字学習活動（教育文化会館）視察

 両部会で合同開催

第６回

平成26年12月19日

●「地域における見守り活動の充実」について

見守り活動に関するアンケート調査について検討。

●「世代間交流の促進」について

世代間交流と子どもの育成の関係について検討。

●「外国人市民も暮らしやすいまちづくり」について

防災フォーラムの継続開催について検討。

第７回

平成27年１月27日

●「地域における見守り活動の充実」について

見守り活動に関するアンケート調査の具体的な内容について検討。

●「世代間交流の促進」について

子ども支援団体の情報交換会の開催について検討。

●「外国人市民も暮らしやすいまちづくり」について

防災フォーラムの継続開催について検討。

第８回

平成27年３月17日

●「地域における見守り活動の充実」について

見守り活動に関するアンケート調査のたたき台を作る方法について

検討。

●「世代間交流の促進」について

子ども支援団体の情報交換会の開催やテーマについて検討。

●「外国人市民も暮らしやすいまちづくり」について

防災フォーラムの継続開催について検討。
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Ⅲ 実施方針 

この１年間、調査・審議してきた内容を審議テーマごとに分類し、実施方針としてまと

めました。 

１ 審議テーマ１：防災対策の充実 

解決策１ 地域で防災マップづくりを推進するための 

     「（仮）安全マップづくりマニュアル」の作成 

（１）課題解決策の概要 

川崎市や川崎区では防災に関するマップを作成していますが、範囲が広域のため、使いに

くい面もあります。

そこで、小学校区や町内会単位の自分たちの生活圏に特化した防災マップを、地域住民が

自ら発意し作成できるように、マップの作成方法や作成の過程をまとめたマニュアル「（仮）

安全マップづくりマニュアル」を作成します。

（２）今後の審議の方向性 

マニュアルの作成に当たっては、わかりやすく表現することが大切です。平成８年に東大

島地区の地域住民で作成した「東大島あんしんマップ（写真左下）」などを参考にします。

また、モデル的にどこかの地域で実際にマップづくりを実施し、マニュアルづくりの参考に

することも検討していきます。

今後はマニュアルの目的、位置付けなどを整理し、記載内容などを審議していきます。

＜マップ作成のイメージ＞         ＜マニュアル冊子イメージ＞

地域のみんなでつくろう！ 

（仮）安全マップづくり 

マニュアル 
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解決策２ マイ防災手帳の作成を通じた「家族防災会議」の推進 

（１）課題解決策の概要 

「自助・共助・公助」という防災の３原則はどれも大切ですが、災害が起きた直後は、自

分のことは自分で守るという「自助」がとても重要になります。また、各家庭で防災につい

て話し合うことは「自助」の強化につながり、自分や家族を守ることにもつながります。

そこで、各家庭で防災について話しあうきっかけを作るため、マイ防災手帳の作成を推進

します。

（２）今後の審議の方向性 

川崎市が作成している「備える。かわさき」との差別化をどう図るかを検討し、また、手

帳の仕様（サイズなど）や記載する内容を審議していきます。

＜マイ防災手帳のイメージ＞

解決策３ 自主防災組織のあり方の検討 

（１）課題解決策の概要 

町内会・自主防災組織などが、独自に防災に関する活動をしていますが、団体同士の連携

が十分ではないという現状があります。

そこで、町内会・自主防災組織などの各団体が連携して、活動していくための仕組みを検

討します。

（２）今後の審議の方向性 

今後は、自主防災組織の活動などの実態把握をしながら審議していきます。
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２ 審議テーマ２：子どもの遊び場づくり 

解決策１ 子どもが自由に自然とふれあえる場の確保・創出 

（１）課題解決策の概要 

昨今、公園などには規制や禁止事項があり、子どもが自由にのびのびと遊べる場所や、自

然にふれあえる場所が減少しています。

そこで、子どもが自由に遊べる場所や自然とふれあえる場所を川崎区内に確保・創出して

いくことについて検討します。

（２）今後の審議の方向性 

審議に当たっては、公園等の整備といったハード面だけではなく、公園等を使った活動と

いったソフト面も検討していきます。

今後は、公園の禁止・規制事項などの現状を把握するとともに、公園で行われている活動

などの実態調査を行っていきます。

解決策２ 公園の管理・運営のあり方の検討 

（１）課題解決策の概要 

公園は、子どもの遊び場としての機能だけではなく、自然にふれあう場所であり、災害時

には大きなスペースを活用できる場でもあります。しかし現状では、公園毎に備わっている

遊具などの設備が異なり、一定の方針のもと、公園の整備が行なわれているようには感じら

れません。

そこで、地域住民が自ら公園の管理・運営を行い、誰もが楽しめる世代間交流の場を創出

していくことについて検討します。

（２）今後の審議の方向性 

公園の設備などの現状を把握し、公園などを自由な発想で使えるような場所にする方法を

審議します。

また、地域住民で公園を維持管理・運営を行うことができる仕組みや体制づくりを検討し

ていきます。



17 

３ 審議テーマ３：交通安全対策の推進 

解決策 自転車マナー向上の検討 

（１）課題解決策の概要 

川崎区の特徴として平坦な地形が多いことから、多くの区民の方が自転車を利用していま

す。しかしながら、交通ルールが守られていないこともあり、川崎区内の全交通事故のうち、

自転車関係事故が占める割合は 40％前後に達しており、川崎区は自転車事故多発地域に指

定されています。そこで、自転車マナー向上のための取組を検討していきます。

（２）今後の審議の方向性 

自転車マナー・盗難防止の啓発の方法（ステッカーの配布）やスタントマンが交通事故を

再現するスケアード・ストレート方式の交通安全教室の継続開催などを審議していきます。

４ 審議テーマ４：地域における見守り活動の充実 

解決策１ 各団体で実施している高齢者などを見守る活動の実態調査 

（１）課題解決策の概要 

見守り活動を行っている多様な団体の実態を把握するために、アンケート調査を実施しま

す。アンケート調査は高齢者の見守り活動だけではなく、子どもや障害者などを見守ってい

る活動も対象とします。また、アンケート調査後は、アンケート結果を分析し、成功モデル

の普及について検討します。

（２）今後の審議の方向性 

区全体を調査対象とすることは現実的に難しいため、モデル地域を選定し、その地域で見

守り活動を行っている団体や企業を対象にすることを検討します。今後は、モデル地域、調

査対象とする団体や企業の整理、アンケートの内容、調査方法などを審議していきます。

解決策２ 見守り活動を行っている各団体の連携方策の検討 

（１）課題解決策の概要 

見守り活動を行っている団体はたくさんありますが、団体同士の連携がもっと良くなれば、

見守り活動の内容も一層、充実すると思われます。

そこで、見守り活動を行っている各団体に呼びかけを行い、情報交換会を定期的に開催す

る仕組みをつくり、連携ネットワークを構築します。

（２）今後の審議の方向性 

アンケート調査後に、盛んに活動をしている団体・企業に焦点を当てて、ヒアリングなど

を行い、詳細に活動について把握します。今後は、情報交換会を定期的に開催する仕組みを

審議していきます。
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※参考 アンケート調査から情報交換会開催までの流れ 

ステップ１ アンケートの内容、調査方法などを検討 

ステップ２ モデル地域の選定 

ステップ３ アンケート調査の実施・集計 

ステップ４ ヒアリングをする団体の検討 

ステップ５ ヒアリングの実施 

ステップ６ 情報交換会開催に向けた検討

ステップ７ 第１回情報交換会の開催 

ステップ８ 情報交換会の継続開催の検討 
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５ 審議テーマ５：子育てを通した世代間交流 

解決策１ 子ども育成支援団体同士の情報交換会の開催・展開 

（１）課題解決策の概要 

平成 26年１月に第１回情報交換会を開催した「大師地区」において、第２回情報交換会の

開催を検討するとともに、新たに「田島地区」での第１回目の情報交換会を開催する。

（２）今後の審議の方向性 

今後は、情報交換会の開催に向けた体制づくりと子ども育成支援団体のネットワークの構築

に向けた取組を審議していきます。

解決策２ 絵本の読み聞かせなどによる世代間交流の実態把握と促進策の検討 

（１）課題解決策の概要 

世代間交流に関する活動や団体の実態を調査し、世代間交流の促進に向けた取組を検討して

いきます。

（２）今後の審議の方向性 

世代間交流に関する活動や団体の実態把握方法を検討し、世代間交流を促進するための取組

を審議していきます。

６ 審議テーマ６：外国人市民も暮らしやすいまちづくり 

解決策 外国人支援団体と連携した防災フォーラムの開催 

（１）課題解決策の概要 

外国人市民の多い川崎区において、災害時に弱者となりやすい外国人市民に向けた防災の取

組を発信することはとても重要です。

そこで、外国人市民の集まる場所での「防災フォーラム」を継続的に開催する体制を作り、

外国人市民の防災意識の向上を図ります。

（２）今後の審議の方向性 

平成 27年 2月にカトリック貝塚教会で開催した「外国につながる市民と考える防災フォー

ラム」など、外国人市民向けの防災フォーラムを継続的に開催する体制づくりを審議していき

ます。



20 

Ⅳ 提案 

「Ⅲ 実施方針」のうち、具体的な解決策が決まったものや既に取組を実施したもの

について、区民会議から区へ提案します。 

１ 外国人市民も暮らしやすいまちづくりに向けて 

☆外国人支援団体と連携した防災フォーラムの開催 

区内には多くの外国人市民が生活しています。外国人市民が安全・安心に生活を営

む上では、防災に関しての知識や心構えを、日本人と同じように持ってもらう必要が

ありますが、外国人市民の防災意識は日本人と比べて高くない状況と言えます。

そこで、外国人支援団体と連携した外国人市民向けの防災フォーラムを定期的に開

催することを提案します。

平成 27年 2月には、第１回防災フォーラムをカトリック貝塚教会で実施しました。

当日は約 80人もの外国人市民が参加し、防災についてのビデオ鑑賞、避難時に確認す

る事項などを学んだ後、防災体験（消火器の使い方、煙体験、地震体験）を実施しま

した。参加者は、「初めて防災訓練に参加して、事前の備えの大切さが分かった。」、

「国籍に関わらず、皆で助け合うことが大切だと感じた。」などの感想を述べていま

した。

多言語の通訳が付き、防災の基礎知識を

学びました

消火器の使い方を熱心に学ぶ参加者
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Ⅴ 区民会議フォーラム 

１ 目的等 

区民会議の審議内容を区民に広く周知するとともに、審議内容について区民から意見を伺

うことを目的としています。 

今年度は、区民会議の共感できる取組にシール投票を行なう

「区民会議ポスターセッション」を実施したほか、「地球環

境問題啓発ポスターコンクール表彰式」と「子どもから大人

まで楽しめる落語」を同時開催しました。 

２ 日時・場所等 

日 時：平成 27年２月 28日（土）14 16時

場 所： 川崎市役所第４庁舎

参加者： 約 80人

３ 内容（プログラム） 

（１）第５期川崎区区民会議審議内容の報告 

ア 区民会議の概要

イ 前期（第４期）川崎区区民会議の主な成果

 ・海抜表示板の設置

 ・「防災出前講座」の開催

 ・予防接種の接種率向上に向けた取組

 ・多言語（６カ国語）窓口問答集の作成

ウ 第５期川崎区区民会議の審議・取組状況

 ・「地域を育むまちづくり部会」からの報告

 ・「だれもがいきいき暮らす部会」からの報告

（２）地球環境問題啓発ポスターコンクール表彰式 

入賞者30人（最優秀賞1人、優秀賞4人、佳作25人）のうち、16人（最優秀賞1人、優秀賞3

人、佳作12人）が参加しました。 

入賞者の皆様と記念撮影全ての入賞作品を展示しました

当日のチラシ

スライドを使って分かりやすい説明を

心がけました
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（３）子どもから大人まで楽しめる落語

子どもから大人まで楽しめる落語を、落語家の

柳家一琴師匠（写真右）をお呼びし、環境問題を

テーマに上演を行いました。 

（４）区民会議ポスターセッション 

会場の受付横にて、区民会議の審議状況をまとめたポスターを展示しました。ポスターは、

第５期区民会議の共感できる取組について、シール投票できるようになっており、多くの方に

投票をしていただきました。 

 （シール投票の結果）                            全70票
部会 分野 取組 票数 

地
域
を
育
む

ま
ち
づ
く
り
部
会

防災対策の充実 

地域で防災マップづくりを推進するための「安全マップづくりマニ

ュアル」の作成 
９ 

マイ防災手帳の作成を通じた家族防災会議の推進 １ 

自主防災組織のあり方の検討 ２ 

子どもの 

遊び場づくり 

子どもが自由に自然にふれあえる場の確保・創出 １７ 

公園の管理・運営のあり方の検討 (禁止事項の整理など) ６ 

交通安全対策の推進 自転車マナーの向上の検討 １４ 

だ
れ
も
が
い
き
い
き

暮
ら
す
部
会

地域における 

見守り活動の充実 

各団体で実施している高齢者、子ども、障害者などを見守る活動の

実態調査による成功モデルの普及 
８ 

見守り活動を行っている各団体の連携方策の検討 ６ 

子育てを通した 

世代間交流 

子ども育成支援団体同士の情報交換会の開催・展開 ３ 

絵本の読み聞かせなどによる世代間交流の実態把握と促進策の検討 １ 

外国人市民も暮らしや

すいまちづくり 

外国人市民の防災意識の向上にむけた外国人支援団体との連携によ

る防災フォーラムの開催 
３ 

 （その他の意見）

・ベトナム支援団体に所属しています。区民会議 

との連携も検討しています。 

・区民会議の検討内容を是非、市政に反映してほ 

しいです。 

・防犯対策の充実を。女子児童を狙った痴漢や不 

審者の事件が多発しています。 

ポスターセッションでは多くの方がシー

ル投票に参加
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（５）区民会議フォーラム参加者アンケート

区民会議フォーラムの参加者に対するアンケート結果は以下の通りです。 

 （区民会議の審議内容に関する意見）

部会 分 野 内 容 

地
域
を
育
む
ま
ち
づ
く
り
部
会

防災対策の充実 

・災害をテーマに取り組んでくれて良い。 

・自主防災組織について、会員以外も参加できる仕組みを検討。 

・防災手帳は是非利用したい。 

・津波、液状化はもとより、臨海部の企業との防災についての連携を充実し

て欲しい。 

・新聞で津波被害予想の上方修正があった。地震が起きたら、火消し、高所

避難の徹底を。また、改訂版の早期発行をして欲しい。 

子どもの 

遊び場づくり 

・子どもの遊び場づくりに力を入れて欲しい。 

・区役所、町内会、PTA、子ども会との協働を望む。 

・子どもが安心して遊べる公園を。 

交通安全対策の推進 

・スケアードストレート方式の交通教室を高校、中学で開催をして欲しい。

・いすずバス通りが大師インターからの抜け道になっていて、トラックがた

くさん通過して危険である。 

・歩きスマホを条例で規制を。 

だ
れ
も
が
い
き
い
き
暮
ら
す
部
会

地域における 

見守り活動の充実 

・見守り活動について、何かあったときの連絡体制の一本化、２４時間体制

化はできないか。 

・高齢者が健康で過ごすため、食事と生活に関する勉強会を各町内会で実施

して欲しい。 

・各種団体で取り組んでいるが、今後はコーディネート機能の強化が重要。

中間支援組織の育成がカギではないか。 

子育てを通した 

世代間交流 

・子育ての大切さを若い親に教えて欲しい。 

・社会福祉協議会、町内会、学校、こども文化センターとの協働を望む。 

・親、学校、地域の連携強化が必要。 

外国人市民も暮らしや

すいまちづくり 

・外国人市民に日本の文化、マナーを教えて欲しい。 

・ベトナム語への支援の追加をして欲しい。 

 （その他区民会議についての意見）

・防災の審議がもう一方の部会と重複しているので、セットで議論を。 

・いずれの課題もとても重要なテーマ。今後は具体策の検討を。 

・そなエリア東京を体験したい。    

・識字学級を是非一度、訪問してみたい。 

・川崎はゴミが多い。ポイ捨て監視員、自転車監視員にもゴミ拾いをして欲しい。 

・複雑な交通状況にある小田栄駅の踏切の改善を。 

 （フォーラムについての意見）

・表彰された子どもたちの態度が立派。 

・応募学校が集中しているので、広く公募して欲しい。 

・分かりやすい発表だった。落語も楽しかった。

 （感想等）

・何かと時間が取れず地域活動に参加していないが、きっかけがあれば参加したい。 



24 

Ⅵ 視察 

１ そなエリア東京（東京臨海広域防災公園） 

（１）日程等 

日  程：平成26年11月19日（水） 

参加委員：６人 

（２）視察の概要 

・「地域を育むまちづくり部会」で審議テーマとなっている「防災対策の充実」に関する施

設の視察を行いました。視察先は、防災体験学習施設のある「そなエリア東京（東京臨海

広域防災公園）」です。 

・「そなエリア東京（東京臨海広域防災公園）」では、地震発生後72時間の生存力を付ける

体験学習ツアー「東京直下72h」を実施しています。 

・本視察では、はじめに、体験学習ツアー「東京直下72h」を体験しました。 

・体験学習ツアー「東京直下72h」では、デパートのエレベーターの中で、マグニチュード

7.3、最大震度6強の首都直下地震が発生した設定で、発災から避難場所まで移動します。 

・入口で渡された携帯ゲーム機を使い、実際に被災した街並みを模したフロアを歩きながら、

画面に出される防災に関するクイズに答えて避難場所へ進みました。 

・体験学習ツアーを体験した後は、防災や災害に関する映像や展示を見たり、災害が起きた

時に実際に災害対策本部として使われるオペレーションルームを見学したりしました。 

（３）視察の様子 

そなエリア東京（東京臨海広域防災公園）について 

・「そなエリア」とは、そなえる＋エリアの造語で、「ここでの体験と学習を通じて、

“災害をイメージする力”と“対応力”を身に付けることで、災害への備えにつなが

る場所」を意味しています。

・東京臨海広域防災公園は、首都直下地震等の大規模な災害発生時に、現地における被

災情報のとりまとめや災害応急対策の調整を行う「災害現地対策本部」等が置かれる

首都圏広域防災の支援基地となる防災拠点施設です。

体験学習ツアーの説明を受ける様子 防災や災害に関する映像を見る様子
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２ 識字学習活動（教育文化会館） 

（１）日程等 

日  程：平成26年11月26日（水） 

参加委員：12人 

（２）視察の概要 

・「だれもがいきいき暮らす部会」で審議テーマとなっている「外国人市民も暮らしやすい

まちづくり」に関する施設の視察を行いました。視察先は、識字学習活動を行っている教

育文化会館です。 

ア 教育文化会館の識字学習活動についての教育文化会館館長からの説明 

・識字学習活動は、多文化共生社会の実現に向けて、外国人が学ぶだけではなく、支援者で

ある日本人も学び合い、交流することを目的としています。 

・年間40回、自主的な活動が４回開催されています。その他、サマーパーティやウインター

パーティ、浴衣を着る会なども開催されています。 

・識字学習活動は、参加自由で短期滞在者が参加することも可能です。 

・平成25年の年間登録者数は226人、平均参加者数は42.3人となっており、他区の市民館と

比べて多くなっています。推移をみるとリーマン・ショック後に人数が少なくなっていま

す。 

・国別でみると、インド、中国、フィリピン、ベトナムの方が多い。市内の北部地域は定住

型の方が多いのに比べ、教育文化会館では仕事で来日している方が多いと思われます。 

イ ふれあい館の識字学習活動についての原部会長からの説明 

・川崎区ふれあい館の識字学級は火曜日と金曜日の昼間に実施しています。年間登録者数は

130人となっています。出席は平均30人程度で、年間で定期的に来ている人は少なくなっ

ています。 

・フィリピンと中国の方が多く、配偶者が日本人の場合が多くなっています。子どもは日本

国籍で、家庭内で多文化共生となっています。 

・参加者にとっては、きちんと日本語を学ぶ場が識字学級になっています。 

・平成26年６月に防災学習を実施しました。40人が参加しましたが、自分の名前、住所が書

けない人が７割いました。このため、識字学級で防災のことを学んでもらうことが大切だ

と思っています。 

・外国につながる子どもたちの学習が課題になっています。40人ぐらいの子どもたちが来て

います。母親の日本語ができていないことが課題と言えます。
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（３）視察の様子 

教育文化会館館長による説明の様子

識字学習活動の教室の様子
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Ⅶ 過去の区民会議からの提案に基づく主な取組

＜第1期＞（平成１８年７月１日～平成２０年６月３０日） 

提言 取組状況

イメージアップ 
区のイメージ

アップ 

まちを花で飾る 

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、JR川崎駅から川崎球場までの動線

を花で飾る活動を実施。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。 

川崎駅周辺の公共看

板の見直し 

JR川崎駅周辺の環境美化のため、街路灯への

路上喫煙禁止・自転車放置禁止ステッカーの張

り付け、放置自転車、看板の道路不法占用パト

ロールを実施。 

重点的な自転車対策

の実施 

オープンカフェ稲毛公

園の開催 

アメリカンフットボールワールドカップ2007の開幕

に合わせて開催。 

子育て支援 

次世代を担

う子どもの安

全・安心を中

心とした地域

子育て支援

関連 

地域見守り看板の設

置 
「ながら見守り活動」を呼びかける「地域見守り

看板」の設置、「こども安全の日」（毎月１日・１０

日）の設定、青色回転灯を装着した車両でのパト

ロールを実施。安全・安心まちづくり事業として

一部継続実施。 

「安全・安心推進の

日」の設定 

青色回転灯装着車パ

トロールの実施 

地域防災 
地域コミュニ

テ ィの充実

関連 

外国人市民のための

防災マップの作成 

６カ国語の防災マップ及び携帯用の緊急連絡カ

ードを作成。 

自主防災組織の設立

を支援 

大規模集合住宅などを対象に防災に関する施

設の見学や説明会の開催など、自主防災組織

の設立を支援。 

シニアパワー 
東扇島シニアイベント

の実施 

地域活動の担い手として期待されるシニア世代

を対象としたイベントを開催。シニアパワー事業

として平成25年度まで実施。 
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＜第2期＞（平成２０年７月１日～平成２２年３月３１日） 

提言 取組状況 

手をつなごう、

地域のつながり 

人づくり、世

代のつなが

り 

スポーツを通じた交流

の実施 

地域交流を図るため「カローリング」を活用し

た取組を実施。地域・生涯スポーツ振興事業

として継続実施。 

シニア世代の地域活動

参加促進ツアーの開催 

地域活動の担い手として期待されるシニア世

代を対象としたイベントを地域団体との協働

のもと開催。シニアパワー事業として平成25

年度まで実施。 

「地域の縁側」の支援 

新たな「地域の縁側」の設置、機能の充実支

援。地域の縁側活動推進事業として継続実

施。 

防災訓練 

防災訓練（防災フェア）

への外国人市民や障

害者などの参加促進 

地域の外国人市民等も一緒になった防災訓

練（防災フェア）を実施。 

東扇島東公園防災施

設の視察 

地域の防災組織を対象に、防災施設の視察

を実施。 

外国人市民 

外国人市民向けメルマ

ガの配信 

外国人市民向けに６カ国語による携帯電話

のメールマガジンの配信を実施。広報・広聴

事業として継続実施。 

外国人市民向け広報の

充実、強化 

区ホームページの外国人市民のページの内

容を充実。 

地球環境とエコ 

地域緑化 

緑のカーテンづくり 

ゴーヤー等による緑のカーテンづくり、公共施

設の壁面緑化等を推進。７月、８月の特定の

期間を「環境エコ期間（週間）」に設定。小学

生を対象とした環境エコを呼びかけるポスタ

ーの作成、環境先進企業見学会を実施。区

民団体との協働により環境出前講座を実施。

川崎区エコプロジェクト事業として一部継続実

施。 

第１期の「まちを花で

飾る」活動の拡充 

公共施設の緑化推進 

地域や家庭

での環境意

識向上のた

めの啓発 ・

教育 

環境エコ期間（週間）

の設定 

環境意識向上ポスタ

ーの作成 

環境先進企業見学の

実施 

環境出前講座の実施 
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＜第3期＞（平成22年4月１日～平成24年３月３１日） 

提言 取組状況 

高齢者 

高齢者が安全安心

に外出できる環境整

備のために 

ウォーキングガイドブック

の作成、効果的な活用 

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。 

コミュニティバスの導入に

向けて検討の継続 

第４期区民会議「みんなのまちづくり部会」

にて、コミュニティバス導入を継続審議。 

子ども 

地域全体で子育てを

応援する環境づくり

に向けて 

地域の人と子育て中の

親が出会うための世代間

交流プログラムの実施 

第４期区民会議「すこやか・共に生きる部

会」にて、継続審議。 

こころのつながりが必要

な子どもを地域全体で支

えるための活動 

自由に思いきり遊ぶため

の場所づくり・人材の育

成 

地域連携による健康出

前講座の継続 

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。 

カローリングを活用した

世代間が交流する場の

拡充 

地域活動団体と協力し、さまざまな世代が

参加したいきいきカローリング大会を実施。

平成24～26年度、いきいきかわさき区提案

事業で採用。 

環境 

環境意識の高まりに

よる地域緑化の促進

に向けて 

ポスターコンクールの継

続・地域での活用 

平成21年度から区内小学校高学年を対象

に実施。入賞作品は広く区民の目に触れる

場所で掲示。川崎区エコプロジェクト事業と

して継続実施。 

「区の花」「区の木」の制

定・効果的な活用 

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。 

区の花は「ひまわり」「ビオラ」、区の木は

「銀杏」「長十郎梨」に決定。 

制定後は、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。区の花・区の木推進事業として継続

実施。 
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＜第４期＞（平成24年４月１日～平成26年３月３１日） 

提言 取組状況 

防災 
地域で身近な

防災力 

海抜表示板の設置 

「海抜」と「浸水深」を表示したアクリル製のプレー

トを作成。町内会・自治会の掲示板等を中心に約

900箇所に設置。その後、区内の公共施設約120

箇所に設置。 

「防災出前講座」の

開催 

平成26年３月に殿町小学校で最初の防災講座を

開催。地域防災力向上事業として継続実施。 

外国人市民を対象

とした防災訓練の

実施 

平成27年２月にカトリック貝塚教会で外国人市民

を対象とした防災フォーラムを実施。地域防災力

向上事業として継続実施。 

地域交通環境 
コミュニティバ

ス導入の促進 

福祉や生活環境の

向上につながるバ

ス路線 

試走体験会やアンケート調査を実施したが、十分

なニーズが認められなかったため、審議終了とし

た。 

福祉の推進、

健康の増進 

地域における

健康の推進 

予防接種の接種率

向上に向けた取組 

予防接種の重要性などへの理解を深めるチラシ

「お子さんの予防接種の計画を立てましょう」を日

本語版に加え、６カ国語で作成。 

子育て、教育 

子どもを地域

で支える、子

どもの生きる

力 

地域の活動団体同

士の情報共有や連

携 

大師地域において、子ども文化センターを会場に

地域の子どもに関わる活動団体の情報交換会を

開催。今後も年数回を目処に開催の継続を目指

し、団体同士の連携、参加団体の拡大について引

き続き検討していくことを確認。 

共通のツールを活

用した世代間交流

の推進 

平成25年11月に開催した区民会議フォーラムの

企画の一つとして、世代間交流を促進する新たな

ツールを検討するため、高齢者を講師とする囲

碁・将棋体験教室を開催。 

外国人市民 

外国人市民も

住みやすいま

ちづくり 

多言語（６カ国語）

窓口問答集の作成 

区役所の窓口業務を行なう職員へのアンケートや

外国人市民を対象にヒアリングを行い、ニーズの

高い事例について、平成26年度に外国人市民向

けの窓口応接資料の多言語化（６言語）を実施。 
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Ⅷ 委員・参与名簿 

第５期川崎区区民会議委員名簿 

平成27年３月現在 

1 新井
あらい   　ときこ

　トキ子 団体推薦【(1)防災・地域交通】
だんたいすいせん  ぼうさい ちいきこうつう

川崎
かわさきく　　あんぜん　　あんしん　　　　　　　　　　　　　　すいしんきょうぎかい

区安全・安心まちづくり推進協議会

2 石渡
いしわた

　勝朗
 かつろう

川崎区保護司会
かわさきく　　　　　ほごしかい

3 畑
はた

　敏雄
としお

社会福祉法人川崎市川崎区社会福祉協議会
しゃかいふくしほうじん　　かわさきし　　かわさきく　　しゃかいふくしきょうぎかい

4 塚原
つかはら

　晴美
はるみ

川崎区ＰＴＡ協議会
かわさきく　　　　　　　　　　  きょうぎかい

5 山田
やまだ

　義
よし

孝
　たか

川崎区民生委員児童委員協議会
かわさきく　　みんせい　いいん　じどう　いいん　　きょうぎかい

6 原田
はらだ

　歩
あゆむ

団体推薦【(4)自然・生活環境】
だんたいすいせん       しぜん     せいかつかんきょう 川崎

かわさき

区
く

市民
しみん

健康
けんこう

の森
もり

海風
うみかぜ

の森
もり

をＭＡＺＵつくる会
かい

7 戸
と

村
むら

　正
まさ

房
 ふさ

団体推薦【(5)産業・まちの活力】
だんたいすいせん     さんぎょう                 かつりょく

かわさきタウンマネージメント
   た   う  ん   ま   ね   ー   じ   め   ん   と

機関
きかん

8 金岩
かないわ

　勇夫
いさお 特定

とくてい

非営利
ひえいり

活動
かつどう

法人
ほうじん

かわさき歴史
れきし　　　　がいど

ガイド協会
きょうかい

9 中村
なかむら

　紀
き

美
み

子
こ

川崎
かわさき

区
く

文化
ぶんか

協会
きょうかい

10 赤間
あかま

　靖
やす

夫
  お

川崎区まちづくりクラブ
　かわさきく　　　　　　　　　　　　　　　　  く　ら　ぶ

11 深瀬
ふかせ

　欣之助
きんのすけ

川崎区連合町内会
かわさきく　れんごうちょうないかい

12 寺尾
てらお

　宇
う

一
いち

団体推薦【(8)地域特性】
だんたいすいせん　　　ちいきとくせい

川崎
かわさき

商工
しょうこう

会議
かいぎしょ

所

13 新井
あらい

　一
かず

成
  なり

－

14 岩瀬
いわせ

　絹
きぬ

代
  よ

－

15 埜
の

瀬
せ

　晴美
はるみ

－

16 朴
ぱく

　昌
ちゃん

浩
　　ほ

－

17 荒巻
あらまき

　裕
ゆう

子
こ

区長
くちょう

選任
せんにん

（子
こ

ども関係
かんけい

） －

18 知念
ちねん

　ジョアンナ
じょあんな

区長
くちょう

選任
せんにん

（外国
がいこく

人
じん

市民
しみん

） －

19 原
はら

　千代子
ちよこ

区長
くちょう

選任
せんにん

（多
た

文化
ぶんか

共生
きょうせい

、子
　こ

ども関係
かんけい

） －

20 森脇
もりわき

　卓郎
たくろう

区長
くちょう

選任
せんにん

（高齢者
こうれいしゃ

関係
　かんけい

） －

任期
にんき

：平成
へいせい

２６年
ねんがつ ついたち

４月１日から平成
へいせい

２８年
ねん

３月
がつ

３１日
にち

まで

団体推薦【(3)子育て・教育】
だんたいすいせん       こそだ          きょういく

団体
だんたいすいせん

推薦

【(7)地域
ちいき

組織
そしき

・まちづくり】

団体推薦【(2)福祉・健康】
だんたいすいせん        ふくし      けんこう

公募
こうぼ

推薦団体
すいせんだんたい

分野
　ぶんや

№

団体推薦【(6)文化・観光】
だんたいすいせん　　　ぶんか　　かんこう

※H26.12.10まで
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川崎区区民会議参与名簿 
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Ⅸ 関係規程 

川崎市区民会議条例

平成１８年３月２３日

条例第１１号

（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。
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（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。

附 則

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。
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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

（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。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。
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川崎区区民会議要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、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１条の規

定に基づき設置する川崎区区民会議（以下「区民会議」という。）の組織について、川崎市区民会議条例施行規

則（平成１８年規則第２８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（課題の調査審議）

第２条 区民会議は、緊急性、重要性、実現性などを考慮して課題を選定し調査審議するものとする。

２ 区民会議は、会議毎に調査審議の結果をまとめ、年度毎に区長に報告するものとする。

（団体推薦委員）

第３条 区長は、規則第３条で定める分野における活動を行う団体から活動目的、活動範囲、区内における活動実

績を総合的に判断して選定した団体に委員の推薦を依頼するものとする。

２ 前項において推薦を依頼された団体（以下「推薦団体」という。）は、「川崎区区民会議委員推薦書（第１号

様式）」により、速やかに委員の推薦を行うものとする。

３ 前項の規定により推薦され、委員の就任を承諾する者は、「川崎区区民会議委員就任承諾書（第３号様式）」

（以下「就任承諾書」という。）を市長に提出するものとする。

４ 推薦団体が委員を変更する場合には、「川崎区区民会議委員推薦変更届（第２号様式）」を市長に提出するも

のとする。

 （公募委員）

第４条 条例第４条第２項第２号の委員の公募については、別に定める。

２ 前項の公募により選任された者は、就任承諾書を市長に提出するものとする。

 （区長選任委員）

第５条 条例第４条第２項第３号により選任され、これを承諾する者は、就任承諾書を市長に提出するもの

とする。

 （委員の再任）

第６条 委員は、２期に限り再任されることができる。

 （副委員長）

第７条 条例第５条に規定する副委員長の人数は２名とし、委員長の職務代理はあらかじめその指名する副委員長

が行うものとする。

 （専門部会）

第８条 条例第７条に規定する専門部会は、区民会議に諮り委員長が設置する。

（庶務）

第９条 区民会議の庶務は、まちづくり推進部企画課において処理する。

附 則
この要綱は、平成１８年４月２０日から施行する。

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
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川崎区区民会議運営要領

１ 趣旨

 川崎区区民会議の運営に関し必要な事項を定める。

２ 会議

(1) 区民会議は年４回開催を原則とし、委員、区民会議参与、傍聴者が参加しやすい時期、時間帯に配慮する。

(2) 区民会議の議事は出席委員の一致により決することを原則とし、議長がこれにより難いと認める場合は区民

会議に諮ったうえで適切な方法により決する。

３ 幹事会

(1) 円滑な会議運営を図るため、区民会議に幹事会を置く。

(2) 幹事会は、委員長、副委員長及び委員長が指名する委員をもって構成する。

(3) 幹事会は、委員長が招集し座長を務める。

４ 専門部会 

 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長が予め指名する委員が職務を代理する。




