
審議テーマ 審議継続状況 審議結果・課題解決への取組 審議テーマ 審議継続状況 審議結果・課題解決への取組 審議テーマ 審議継続状況 審議結果・課題解決への取組

川崎区 ◆区のイメージアップ 審議終了
アメフトW杯開催に合わせ、会場
周辺に花を飾る　など ◆手をつなごう、地域のつながり 審議終了

外国人市民向けメルマガの配
信、カローリングによる交流　な
ど

◆高齢者に優しいまちづくり 検討中
高齢者向けのウォーキングガイドブックの作成・
地域散策、コミュニティバスの導入

◆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

審議終了

地域見守り看板設置や「こども
安全の日」設定　など

◆地球環境とエコ 審議継続

公共施設の緑化推進　など

◆元気な子どもが育つまち
づくり

検討中

健康推進に関する取組、世代間が交流する場
の拡充　など

◆地域コミュニティの充実 審議終了

外国人市民向け防災マップ作
成、シニア地域参加ツアーイベ
ント　など - - - ◆みんなが住みたい川崎区 審議終了

環境意識向上ポスターの作成継続・拡充、「区
の花」「区の木」の制定

幸区 ◆地域防災活動の推進 審議終了
避難所運営会議、安否確認支
援体制づくり　など ◆地域防犯活動の推進 審議終了

「わんわんパトロール」のモデル
実施　など

◆地域におけるエコ・環境の推
進

審議終了
ゴミの分別方法に対し、区民の目線に立ったわ
かりやすい情報提供を行い、ゴミ分別を徹底
し、地球環境への意識向上を図る

◆魅力づくりと市民活動の推進 審議終了
地域のさまざまな団体のつなが
りや取組の活性化をはかる ◆自転車通行のマナー向上 審議継続

大人世代の自転車利用者意識
向上のための啓発強化　など

◆自転車の通行マナーを向上さ
せる取組の推進

審議終了
定期的かつ継続的な意識啓発活動を展開し、
区民の自転車マナー向上を促進する

◆健康で生きがいをもてる地域
づくり

審議終了

健康維持・増進の取組推進、情
報発信　など

◆地域コミュニティ活動の推進 審議継続

案内サイン設置等による夢見ヶ
崎公園周辺の魅力発信　など ◆高齢者のサポート体制と地域

コミュニティ
審議終了

高齢者など支援を必要とする方々のため、区民
に『地域交流の場』や『日常生活のサポート窓
口』の情報発信を進める

◆安心して子育てできる環境づ
くり

審議終了

子育て交流の場づくり、情報発
信　など

- - -
◆夢見ヶ崎公園周辺の魅力発
信

審議終了

夢見ヶ崎公園周辺が多世代交流の場となるよ
う、子どもを中心としたイベントなどを継続的に
実施する

◆地域でのごみ減量・リサイク
ル

審議終了
マイバッグ利用促進、資源集団
回収ガイド作成　など - - - - - -

◆自転車に関わる交通安全 審議終了
交通ルール・自転車マナーを学
び理解する取組推進　など - - - - - -

中原区 ◆地域で支える高齢社会 審議終了

すこやか活動の拡充　など

◆地域で取り組む放置自転車問
題

審議終了

自転車利用者に対するマナー・
モラル啓発活動を実施 ◆安全・安心のきずなづくりに向

けて
審議終了

なかはら防災紙芝居の実施、防災訓練未実施
地区での訓練実施　など

◆地域の安全・安心をどう守る
か

審議終了

青色回転灯パトロール、「こども
安全の日」制定　など ◆これからの地域コミュニティづ

くりを考える
審議終了

「あいさつ」ポスターの作成、地
域交流イベントの実施　など ◆地域における子育て応援体制

づくり
審議終了

子育てアンケートの実施、子育てふれあいカ
フェの開催　など

◆地域の中の商店街 審議終了

商店街店舗を活用した各種テー
マ別教室の開催　など

◆まちの魅力を見つける 審議終了

魅力を紹介した冊子及び映像を
作成し、区の魅力を広く発信

◆中原区制40周年を迎えて 審議終了

区民会議市民報告会の開催、ミュージカルの公
演　など

◆地域に参加し、地域に学ぶ 審議終了

区民交流センター・区民交流サ
イトオープン　など

- - - - - -

◆地域で取り組む環境対策 審議終了

エコカフェ、緑のカーテン、打ち
水、環境ミーティングの実施　な
ど - - - - - -

高津区 ◆子ども・子育て支援 審議終了
保育施設設備をマンション開発
業者へ要望 ◆環境まちづくり 継続

環境にやさしい取組の表彰（エ
コ・エネライフコンクール開催）な
ど

◆新しい形のコミュニティづくり
～地域でつながる～

◆放置自転車問題 審議終了

町内会自治会の協力による放
置自転車防止、利用抑制等を呼
びかけるチラシ　など ◆地域防災とコミュニティ 継続

災害用備蓄倉庫の備蓄品リスト
づくり、こどもたちの防災協力な
ど

「公園」を活用した新しい形の
コミュニティづくり

検討中

公園を拠点として、地域住民や団体がゆるやか
につながり、ネットワークをつくる。

◆安全・安心のまちづくり 審議終了
自動車の青色回転灯活用推
進、防犯ステッカーの作成、配布
など

「学校」を活用した新しい形の
コミュニティづくり

検討中
学校施設の自由解放日を設定し、スポーツを通
じた交流の場をつくる。

◆環境まちづくり 審議継続
現状把握のための取組（学習
会、現地調査等）の実施

- - -
「町会組織加入」に向けたアプ
ローチ

検討中
町内会未組織地域への働きかけを行う。
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第３期（平成２２～２３年）第１期（平成１８～１９年） 第２期（平成２０～２１年）

考

宮前区 ◆地域防災力の向上 審議終了
・防災推進員の育成
・「みんなでやろう防災対策」　な
ど

◆全体テーマ「明日のコミュニティづ
くり」

- -
◆坂道を活かした地域の活力づ
くり

審議終了
区の特徴である坂道を活かし、まちの魅力づく
りや健康づくりなどの活力づくりにつなげる。

◆高齢者福祉 審議終了

・公園での体操活動拡充
・団塊の世代による高齢者福祉
のサポート　など

・公園を活用した地域コミュニティ活
性化

審議終了

・公園を知ってもらおう
・「冒険あそび場」を広めよう
・もっと公園を楽しもう　など

◆コミュニティへの参加を促す雑
誌と情報戦略

審議終了

区民主体で宮前区の魅力的な情報を発信し、
地域を楽しんでもらうことで地域への参加につ
なげる。

◆子育て支援 審議終了

・地域子育て情報の発信
・地域などへの出前講座の実施
など

・地域資源を活用した地域コミュニ
ティの活性化

審議終了

・宮前区のカルタをつくろう
- - -

◆明日のコミュニティ 審議終了
地域情報カレンダーの発行　な
ど - - -

多摩区
◆全体テーマ「多摩区の魅力づ
くり」

◆全体テーマ「見直そう、創り出
そう！思いやりの多摩区」

- - ◆環境・観光 審議終了
・地域が主体となった観光の推進（観光人材の
育成、多様な主体の連携、情報発信）
・家庭でできる地球温暖化防止（講座などを通

・区民情報ひろば 審議終了
区民活動情報ひろばマップの作
成　など ・コミュニティづくり 審議終了

町内会活性化に向けて加入促
進のための調査・審議　など ◆コミュニティ交流促進 審議終了

・コミュニティ交流の促進（既存施設の有効活
用、コミュニティに関する施設を載せたマップの
作成）

・まちおこし 審議終了
地域が主体となったコンサート
等の実施　など

・子どもが育つ環境からみた
世代間交流

審議終了
公園を中心とした地域づくりの調
査・審議 ◆交通安全 審議終了

自転車の交通安全（自転車のマナーのチラシを
用いた啓発、スケアード・ストレート方式の交通
安全教室や交通安全教育ビデオなどを活用し

・こどもの外遊び 審議終了
生田緑地ゴルフ場等でのこども
の外遊びモデル事業実施　など ・多摩区の道路整備 審議終了

多摩区道路の現地確認、自転
車通行ゾーン設置への提言　な
ど

- - -

・市民活動支援拠点の拡充 審議終了
多摩区民活動支援コーナーの
拡充　など

・多摩区の地域特性に適した
地域交通

審議終了
コミュニティ交通の促進への提
言　など - - -

- - -
・藤子・F・不二雄Mへのアクセ
スロード整備

審議終了
藤子・F・不二雄Ｍ予定地までの
現地調査　など - - -

麻生区
◆全体テーマ「心が響きあう地
域づくり」

◆全体テーマ「心が響きあう地
域づくり」

- -
◆高齢者・障がい者などが暮ら
しやすい環境づくり

検討中
広報活動（ガイドブック作成や総合相談窓口の
設置）、地域の絆づくり（ささえあい・見守りを進
めるための具体的な方法の紹介と展開）、担い

・子どもの見守り～地域のつ
ながり「あいさつ」がはじまり
～

審議終了

腕章・地域活動用ベスト等を作
成し、町内会等既存組織との連
携　など

・エコのまちあさおの推進 審議継続

生ごみリサイクルと地産地消の
モデル事業実施　など

◆区民が主体となって進める芸
術・文化のまちづくり

検討中

実践的な「芸術・文化のまちづくり」を目指して、
文化担当官の設置、区内の芸術文化活動をつ
なぐ機能を持つ組織の設置、川崎市都市景観
条例の見直しと弾力的な運用　など

・地元農産物と地域の交流 審議終了

農業従事者の意向調査　など

・文化芸術・地域活性化 審議継続

市民参加の芸術祭に向けての
支援　など ◆循環型のまち・生ごみリサイク

ル
審議終了

区主催「生ごみリサイクル講習会」の定期開
催、生ごみからできた堆肥で作った花や野菜の
写真展の継続実施、生ごみ減量・資源循環に
関する区独自の広報、市民農園優先枠、堆肥
と農産物を交換できるシステムの構築 など

・高齢者が輝く地域づくり 審議終了

ヒアリング調査やアンケート実施
など

・市民活動推進 審議終了

地域の拠点の調査実施など

◆グリーンアップ・里山ボラン
ティア

審議終了

区全体の緑を保全管理するシステム構築のた
め、地域に限定されない管理団体の立ち上げ
や地元住民への引き継ぎ、「麻生区里山ボラン
ティア」事業の推進

- - - ・地域交流・子育て 審議終了

エコバッグ作成を通じた世代間
交流　など

- - -
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