
令和元年度 第１回「エコシティたかつ」推進会議 次第 

日時：令和元年７月１８日（木） ９時から 

場所：高津区役所 １階 保健ホール 

１ 開会 

２ 区長あいさつ 

３ 委員自己紹介 

４ 議事（質疑応答含む） 

 （１）「エコシティたかつ」について 

（２）最近の適応策に関する動向について 

（３）平成３０年度の取り組みについて 

（４）令和元年度推進事業の進め方について 

５ その他

６ 閉会 

＜配布資料＞ 

資料１ 「エコシティたかつ」推進方針（抜粋） 

資料２ 「エコシティたかつ」推進方針（本編） 

資料３ 「エコシティたかつ」の推進に向けた総合的な展開 

資料４ 「エコシティたかつ」推進事業２０１８年度概要版 

資料５ 平成３０年度「エコシティたかつ」推進事業報告書 

資料６ 「エコシティたかつ」推進事業 令和元年度スケジュール 

資料７ エコシティツアー及び「エコシティたかつ」推進フォーラムについて 



地球環境危機の時代に対応した、自然の賑わいとともにある持続可能な循環型
都市構造の再生と創造

＜「エコシティたかつ」推進方針とは・・・＞
、地球環境危機の時代において、高津区で顕在化している自然環境、社会環境、生活環境に関する諸課題に対し、

地域の多様な主体が協力して、総合的かつ多面的に取り組むための基本的な方針です。

基本理念

①低炭素・省資源社会の実現
私たち一人ひとりが身近なアクションをおこし、地域／地球の二酸化炭素の削減につなげ、
資源を有効に活用します。
②自然共生型都市再生の推進
丘陵などランドスケープを重視した、生命（いのち）の賑わい豊かな自然共生型の都市再生
を地域から推進します。
③地域に即した防災まちづくりの推進
深刻化する局地的な豪雨や洪水、渇水に対し、流域の水循環に即した“水災害適応型都市”
づくりを推進します。

＜基本目標＞

エコだけじゃ、エコは進まない 
①環境的・社会的・経済的持続可能性の実現
環境的視点を重視しながらも、社会的視点や経済的視点を取り入れた取組
を推進することにより、持続可能な都市をめざします。

大地の“でこぼこ”を考えたプランニング
②地域の流域特性に根ざした事業推進
基本的な地形に配慮し、それぞれの流域に根ざした緑地保全や健全な水循環系システムを構築
することは、地球温暖化に伴う自然災害への適応策として、市民が安全に暮らしていくことので
きる水災害に強い都市の基盤づくりとなります。

まちのみんなで進めよう 
③多様な主体の協働・連携による推進、区民の参加促進と担い手の育成
区民、企業、学校、行政等の多様な主体が情報共有を進め、共通の目標に向かって、それぞれ
の役割と責任の中でできることを行い、連携することで大きな推進力を生み、相乗的な事業展開
や新たな取組の誘発につなげることが大切です。

区役所の事業をエコから捉え直す
④区の事務事業の環境視点からの見直しと総合的展開
区役所の事業を環境的視点から捉え直し、必要に応じて区役所が実施する各事業間の連携を進
めることにより、効果的・効率的に「エコシティたかつ」を推進していきます。

＜実現に向けた基本的な考え方＞

「エコシティたかつ」推進方針

緩和策

生 物
多様性

適応策

（2009年3月策定、
2019年3月改定）
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 ・・・わたしと地球をつなぐ街・・・

「エコシティたかつ」推進方針

平成３１（２０１９）年３月

川崎市
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「エコシティたかつ」の推進に向けた総合的な展開
成果と課題 推進方針に基づく2014年度以降の取組（方向性）2009年度から2013年度までの取組

学校を健全な水循環と生きものの賑わいを再生し支える地域のモデル基地と
位置づけ、環境学習を実施する。
○小学校（１４校）と市立養護学校にビオトープ整備 ○環境学習支援

水系や流域等のランドスケープや生物多様性の視点を踏まえ、区内の河川の
小流域を単位として、水・緑・生きものの調査を市民協働で実施し、適応策とし
て地域から様々な活動を通じて、保水力・土砂防災力の高い流域づくりへの貢
献及び自然の賑わいの回復を目指す。
○「たかつ水と緑の探検隊」による取組を市民健康の森・緑ヶ丘霊園で実施
（生物の生育状況や保水力の状態の調査）

○調査結果に基づく外来植物の駆除作業・保水力向上の取組

「たちばな農のあるまちづくり」を推進する。
○農産物の紹介販売 ○農業体験
○ファーマーズマーケット「さんの市」の開催
○メサ・グランデ事業の実施

区役所庁舎を環境展示場「エコシティホール」とし環境学習の場として活用し
た環境啓発を実施する。
○屋上緑化 ○壁面緑化（緑のカーテン） ○雨水利用 ○太陽光発電
○自動潅水装置 ○エコシティホールツアー
○産学官連携による共同研究（スナゴケを用いた屋上緑化の効果の検証）

今日的な課題に対し、区民向けの各種普及啓発活動を、区民協働（市民・事
業者・学校）で実施し、その中で「地球温暖化防止活動推進センター」等との連
携を模索する。
○エコ・エネライフコンクール ○緑のカーテン講習会 ○ｴｺｼﾃｨたかつ応援団
○「エコシティたかつ」推進フォーラム ○「エコシティたかつ」推進会議
○CCかわさき交流コーナーにおける「エコシティたかつのパネル設置」

○地図による地域環境資源の共有化の促進（立体地形図の作成、ベースマップ
作成、ヒートアイランド･クールスポット調査の実施）
○まちなか油田プロジェクト（廃食油の回収、ＢＤＦの運行（かえるプロジェクト））
○エコ企業調査の実施（民間企業等７事業所等を視察）
○行政区レベルでの環境マネジメントの実践的な取組

○「緑と水でつなぐ 歴史街道 花街道」の推進
○円筒分水、かすみ堤を活かした「緑の回廊」づくりの推進

○計１５箇所のビオトープを整備し、取組の拠点
を作り、環境学習を実施することができた。

●健全な水循環のモデルとなる取組を推進する
必要がある。

●地域のモデル基地となるよう学校や地域への
働きかけが必要である。

○ビオトープ整備（子母口小、2015年度） ○環境学習支援 ○教職員向け学習会

◎学校を流域に見立てた、健全な水循環のモデルとなる取組（雨水貯留・雨水循環の仕組
み等）の検討
◎地域に開かれたビオトープとするためのボランティアスタッフの育成の検討

◎試行における経験を活かした、「たかつ水と緑の探検隊」における生物多様性・保水力向
上の実践（取組場所：緑ヶ丘霊園）

○ 「たちばな農のあるまちづくり」の推進（「さんの市」の拡充、援農の拡充等）
◎区内の農的資源の活用に向けた調査・検討

区役所庁舎の「エコシティホール化」を継続するとともに、区内公共施設や企業等におけ
る環境技術や環境に配慮した取組等の導入を推進する。
○区役所庁舎の「エコシティーホール化」の推進
◎溝口駅周辺のエコ化の推進 ◎区内公共施設や企業等への導入の促進
◎市民主体の各種プロジェクトとの連携

生物多様性の視点から、生き物の生息・生育の拠点となる緑や水を維持・拡大・創出する
とともに、拠点間における連続性の確保を図るとともに、取組を推進するための関係機関の
ネットワークを構築する。
○久地緑地・円筒分水・かすみ堤等を活かした緑の回廊づくり
○「エコシティたかつ」応援団 ○エコ企業調査
◎公園や学校ビオトープ等を活用した取組の推進

環境教育・環境学習等を実施し、環境配慮意識を広めるとともに、環境に配慮した取組を
積極的に実践する人材を育成する。
○エコシティホールツアー ○エコ・エネライフの普及啓発
○ 「エコシティたかつ」推進フォーラム ○「エコシティたかつ」推進会議
◎エコシティツアー ◎雨水樽・雨水浸透マス等の普及促進

区内の環境資源や環境関係団体に関する様々な情報を収集するとともに、収集した
情報を多様な主体による取組につなげるために、誰もが活用できるようにわかりやすく
情報発信する。
◎地域の環境資源や環境関連団体の情報収集とマップや模型による情報共有
◎ＩＣＴを活用した情報発信・共有の検討
◎ヒートアイランド・クールスポット調査の展開

○「たかつ水と緑の探検隊」による、生物多様性・
保水力向上について試行的な取組を行うことが
できた。

●試行における経験を活かし、生物多様性・保水
力向上について実践的な取組を行う必要がある。

○さんの市など、「たちばなブランド」農産物の購
入や食事ができる仕組みを作ることができた。
●援農に対する農家・区民の期待が大きい。
●区内の農的資源の把握を進める必要がある。

●農的資源について生物多様性や適応策の観
点から評価し、取り組む必要がある。

○区役所庁舎内において緑化や環境技術の導
入を行うことができた。

●区役所庁舎だけでなく区内公共機関等への面
的な広がりを図る必要がある。

○各種啓発イベント等を実施し、環境意識の向上
や「エコシティたかつ」の取組のＰＲを行うことがで
きた。また、緑のカーテン（ゴーヤ等）についても
普及することができた。

●これまでの取組を継続するとともに、関係機関
と連携した様々な機会や手法を活用した取組を
行う必要がある。

●エコ・エネライフの普及（エコエネライフコンクー
ル）については、新たな取組の手法を検討する必
要がある。

＜学校流域プロジェクト＞

＜「たかつ自然の賑わいづくり」事業＞

＜農的資源を活かしたまちづくりの推進＞

＜エコシティホール化の推進＞

＜各種普及啓発活動の推進＞

＜その他＞

＜学校流域プロジェクト＞

＜「たかつ自然の賑わいづくり」事業＞

＜農的資源を活かしたまちづくり＞

＜環境技術等の導入の推進＞

＜各種普及啓発の推進＞

＜生物多様性の視点を踏まえたエコ・コミュニティづくり＞

＜区内環境資源等の情報収集･共有＞

適応策 生物多様性

適応策 生物多様性

緩和策 適応策 生物多様性

緩和策 適応策

緩和策 適応策 生物多様性

緩和策 適応策 生物多様性

今後の取組の視点
●これまでの成果を踏まえ、各プロジェクトを流域思考に
基づく「緩和策」、「適応策」、「生物多様性」の視点から、
社会状況や自然環境の変化に対応した、面的な広がりや
質的な向上を図っていく必要がある。

●緩和策については、区民や関係団体の取組が充実して
おり、引き続き連携を行っていく必要がある。

●適応策と生物多様性については、関係団体との連携に
より、一層の実践的取組や普及啓発を推進していく必要
がある。

緩和策 適応策
生物
多様性

資料３



資料４





平成 30 年度 

「エコシティたかつ」推進事業 

報告書 

平成 31年 3月 

川崎市高津区
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「エコシティたかつ」推進事業　令和元年度スケジュール 資料６
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校流域プロジェクト

●学習支援
　・区内市立小学校及
び中央支援学校で、計
16回の学習支援の実
施を予定

●教職員向け研修

「たかつの自然の賑わいづくり」事業

●9/29
たかつ生きもの探検
隊
※小学生向け
9/15～参加者募集予
定

●水と緑の探検隊
※一般向け

普及啓発イベントの実施

●
デジタルサイ
ネージを活用し
た普及啓発

●7/30
ミニソーラークッカー
工作教室（川崎市地
球温暖化防止活動推
進センターと共催）

●推進フォーラム（仮）

橘地区の農的資源を活かしたまちづくり
の推進

●4/13
第１回推進会
議

●4/21
さんの市①

●5/19
出張さんの市
（春のふるさと館まつ
り）

●6/16
さんの市②

●8/18
さんの市③

●10/20
さんの市④

●11/24
出張さんの市
（大山街道ふるさ
と館サポーターズ
クラブ祭り）

●12/15
さんの市⑤

●2/16
さんの市⑥

「緑と水でつなぐ　歴史街道　花街道」の
推進

●4/22
「区民ミニ・
ガーデン」運営
委員会（第１
回）

●「区民ミニ・ガーデ
ン」運営委員会（第2
回）

●11/17
溝口駅前キラリ
デッキ植栽体験イ
ベント（小学生親
子優先）

●「区民ミニ・ガー
デン」三役会

●12/1
花街道植栽体験イベン
ト

●「区民ミニ・ガーデン」
運営委員会（第3回）

●「区民ミニ・ガー
デン」運営委員会
（第4回）、三役会

小学校敷地丸ごと３Ｄ化プロジェクト

●6/13,14,17
南原小学校周
辺の計測を実
施

●小学校で出張授業
※時期未定

「エコシティたかつ」推進会議 ●第１回推進会議 ●第２回推進会議 ●第３回推進会議

・参加者募集

・事前作業

・参加者募集

・事前作業



資料７ 

たかつエコシティツアーとエコシティたかつ推進フォーラムついて 

１ たかつエコシティツアーについて 

(1) 目的 

多様な主体の協働・連携による推進、区民の参加促進と担い手の育成 

(2) 企画案 

◎委員の所属団体の施設・活動等の見学 

日程：１０～１１月に２、３時間程度 

場所：株式会社富士通ゼネラル本社（川崎市高津区末長 3丁目 3番 17 号） 

 (3) その他の案 

  ◎市関連施設の見学 

 ・エコ暮らし未来館、王禅寺エコ暮らし環境館（リサイクルパークあさお）、かわさ

き宙と緑の科学館、 

  ◎その他の施設の見学 

・流域センター鶴見川 

   ・恩廻公園調整池（神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター） 

＜参考：これまでの取組＞ 

平成２９年度まで…区民（小学生以上）を対象に区内の農地、高津さんの市、梶ヶ谷

小学校ビオトープなどをバスで巡って見学した。 

平成３０年度…エコシティたかつ推進会議委員を対象に実施した小網代の森の視察を

たかつエコシティツアーに位置付けた。 

２ エコシティたかつ推進フォーラム 

 (1) これまでの経緯 

近年は『みんなで作ろう「エコシティの輪」！』をテーマに、環境活動発表会や講

演を実施していたが、発表団体や参加者の数が減少傾向にある。 

そこで、平成３０年度第３回推進会議で委員から実施方法の変更について意見を聴

取した。 

 (2) 企画案 

 ◎ハザードマップなどを活用した啓発を平瀬川下流部避難計画策定作業、小学校敷地

丸ごと３Ｄ化プロジェクトなどと関連付けて行うことを検討している。 


