
令和元年度 第２回「エコシティたかつ」推進会議 次第 

日時：令和元年１１月１４日（木） １０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 議事（質疑応答含む） 

 （１）令和元年度「エコシティたかつ」推進事業の進捗状況について 

   ア 学校流域プロジェクト 

   イ たかつの自然の賑わいづくり事業 

   ウ たかつ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 

（２）情報交換 

 ４ その他 

５ 閉会 

＜配布資料＞ 

資料１ 「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２ 「学校流域プロジェクト」の進捗状況について 

資料３ 「たかつの自然の賑わいづくり」事業の進捗状況について 

資料４ たかつ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 

【第３回「エコシティたかつ」推進会議】 

日時：令和２年２月２８日（金）１０：００～１２：００ 

場所：高津区役所５階第１会議室 



「エコシティたかつ」推進事業　令和元年度スケジュール

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

●8/2
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

●11/27
水と緑の探検隊
下作延小学校の授業
内で実施

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）

●12/9
エコシティツアー

●「エコシティたかつ」
推進フォーラム：あん
☆あんフェスタに出展

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

●5/5
出張さんの市
（小黒恵子童謡記念
館）
●5/19
出張さんの市
（大山街道ふるさと
館）

●6/16
さんの市②

●7/7
農体験イベント
●7/14
出張さんの市
（橘リサコミマルシェ）
●7/24
出張さんの市
（老セン祭り）

●7/19
映え農フォトコンテスト
応募開始

●8/1
農体験イベント
●8/18
さんの市③
●8/31
第２回推進会議＆さ
んの市交流会

●10/14
出張さんの市【中止】
（川崎市消費生活展）
●10/20
さんの市④【中止】
●10/24
映え農撮影ツアー
●10/27
出張さんの市
（パークシティ祭り）

●11/2
出張さんの市
（プラザ橘）
●11/24
出張さんの市
（大山街道ふるさと
館）

●11/30
映え農フォトコンテスト
応募締め切り

●12/15
さんの市⑤

●12/13～26
映え農フォトコンテスト
作品展

●2/16
さんの市⑥

●3月上旬
第3回推進会議

「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）

●9/4
「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

●12/11
南原小学校で出張授
業

「エコシティたかつ」推進会議
●7/18
第１回推進会議

●11/14
第２回推進会議

●2/28
第３回推進会議
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「学校流域プロジェクト」の進捗状況について 

１ 学校流域プロジェクトについて   

学校にビオトープや雨水利用施設を整備し、生きものや水循環について子どもたち

が学ぶ場を作るプロジェクト

２ ビオトープを活用した環境学習支援の実施状況について 

学校名 実施日 学年等 

子母口小学校 ６月１４日（金） ５年生５クラス（１６１名） 

橘小学校 ６月６日（木） ３年生５クラス（１３１名） 

末長小学校 １０月１７日（木） ４年生５クラス（１６１名） 

新作小学校 ９月３日（火） 飼育委員会（１２名） 

坂戸小学校 １１月８日（金） ５年生３クラス（９０名） 

久本小学校 ５月１５日（水） ５年生４クラス（１５０名） 

下作延小学校 ８月２９日（木） ３年生２クラス（６２名） 

高津小学校 １０月７日（月） 自然科学委員会（２３名） 

梶ヶ谷小学校 ６月１３日（木） ３年生４クラス（１５２名） 

西梶ヶ谷小学校 ６月２７日（木） ３年生３クラス（８９名） 

久末小学校 ６月１０日（月） ２年生５クラス（１１９名） 

上作延小学校 １０月２３日（水） ５年生３クラス（１１２名） 

南原小学校 ６月２１日（金） ５年生２クラス（６３名） 

久地小学校 ５月３０日（木） ２年生５クラス（１５２名） 

中央支援学校 ５月２２日（水） 中等部２年生（１２名） 

３ ビオトープを活用した教職員向け環境学習研修会の開催について 

日  時  ８月２日（金）１０時００分～１１時５０分

会  場  久地小学校 理科室及びビオトープ

参加人数  ７人

内  容  ①「エコシティたかつ」の取組について

②ビオトープを活用した学習について

・ビオトープの役割と環境学習事例紹介等

・ビオトープでの生きもの採取と観察・解説
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「たかつの自然の賑わいづくり」事業の進捗状況について 

  「たかつ自然の賑わいづくり」事業のうち、「たかつ生きもの探検隊」を９月２９

日（日）に実施しました。なお、「たかつ水と緑の探検隊」は、１１月２７日（水）に

下作延小学校授業内での実施を予定しています。

１ たかつ生きもの探検隊の開催概要 

(1) 日 時 令和元年９月２９日（日） ９時３０分～１１時４５分 

(2) 会 場 川崎市立緑ヶ丘霊園 

(3) 参加者 小学生と保護者６組で１５人（小学生８人、保護者７人） 

(4) 内 容 ○高津の地形と流域の説明 

○生きものの採集と解説 

○森の観察 

 (5) 見つかった生き物 

   別添「たかつ生き物探検隊で見つかった生き物一覧」参照

 (6) 主な感想 

・身近なところにたくさんの種類がいることが分かって楽しかったです。また来年も

参加したいです。

・ただ生き物を捕らえるだけではなく、種類も教えてもらったので良かったです。昨

年谷戸の整備にも参加したので、その後どうなっているか見られればよかったです。

・子どもたちの良い体験勉強が出来ました。ありがとうございました。

・高津区の森林に興味が持てる貴重な機会になり、ありがとうございました。また参

加したいです。虫採りも楽しかったです。

・森の保全をされていることを知り、興味深かった。

・たくさんの生き物を捕まえられて面白かった。

２ たかつ水と緑の探検隊の開催概要（予定） 

(1) 日 時 令和元年１１月２７日（水）１０時３０分～１１時４０分 

※下作延小学校の授業内 

(2) 会 場 川崎市立緑ヶ丘霊園 

 (3) 内 容 ○緑ヶ丘霊園の谷戸の説明 

○谷戸内の散策

○森づくりの作業

 推進会議委員の見学が可能です。見学を希望される方は別途案内させていただきます

ので、企画課までご連絡ください。
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たかつ生き物探検隊で見つかった生き物一覧 

分 類 
名   称 

採取した生き物 

コオロギ エンマコオロギ ツヅレサセコオロギ 

バッタ オンブバッタ  

ヒナバッタ 

クルマバッタモドキ 

ショウリョウバッタ 

ショウリョウバッタモドキ 

ツチイナゴ 

チョウ ヤマトシジミ 

ツバメシジミ 

ウラナミシジミ 

イチモンジセセリ 

シャクガの仲間 

トンボ ウスバキトンボ アキアカネ 

カマキリ ハラビロカマキリ  

その他 ワラジムシ 

モリチャバネゴキブリ 

ヨコバイの仲間 

クモヘリカメムシ 

ウスイロササキリ 

ナナホシテントウ 

ムネアカセンチコガネ 

クビキリギリス 

アメンボ 

ミスジコウガイビル 



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 

１ たかつエコシティツアーについて 

 趣  旨：多様な主体の協働・連携の推進、区民の参加促進と担い手の育成などのため、

エコに関する取組を見学 

経  緯：１０月２８日（月）に開催を予定していたが、台風第１９号により生じた被

害への対応を優先するために延期 

 日  時：令和元年１２月９日（月）１０：００～１２：００ 

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） 

対  象：「エコシティたかつ」推進会議委員 

内  容：富士通ゼネラルの環境活動紹介（エビネランの保護活動を含む）、工場施設見

学など 

２ エコシティたかつ推進フォーラム 

 趣  旨：区民の気候変動適応策や生物多様性保全等に関する意識啓発を図るとともに、

「エコシティたかつ」の取組に対する理解向上を図る広報事業として実施 

 経  緯：これまで、本事業の啓発を目的としてフォーラム形式でイベントを開催して

きたが、年々集客が難しくなってきており、イベント形式の見直しが必要。

今年度は試行的に地域の方が多く集うイベントに参加し、より広い情報発信

に取組、次年度以降を見据えた検証を行いたい。 

 方 向 性：既存のイベント（あん☆あんフェスタ）に参加 

 内容(案)：パネル、立体模型などの展示 

      小学校丸ごと３Ｄ化プロジェクトのデモ映像の上映 

      楽しみながらエコを学べるアトラクション 

      各委員の関連する事業のＰＲ 

＜あん☆あんフェスタとは…＞ 

「防災」「交通安全」「防犯」などの身の周りの危険について手軽に学び体験できる仕

掛けを用意し、“楽しみながら備えについて考える”ことができるイベント。

日  時：令和２年３月上旬

場  所：ＪＲ武蔵溝ノ口駅南北自由通路

平成 30年度高津区区民会議で出展
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