
第１回多摩区区民会議 

                   日時 平成28年８月８日（月）18：00 

                   場所 多摩区役所 11階1102・1103会議室 

出席者：委 員・・・安藤欣也、池野谷昌臣、小塚千津子、近藤清、佐藤俊恵、杉下禄郎、

髙森康広、豊田由紀子、中村健、二宮進語、藤原司、本多武夫、 

本多正典、美和とよみ、迎スミ子、安井浩、矢野久喜、山吉新一 

余湖英子、吉澤和久 

：参 与・・・井口参与 

：区役所・・・中村区長、稲葉副区長 

区民サービス部：望月部長 

保健福祉センター：齋藤所長、塚本副所長 

地域みまもり支援センター：太山担当部長 

道路公園センター：石丸所長 

総務課：川田課長 

企画課：日向課長、川戸課長補佐、小林担当係長 

三枝担当係長、木野田職員、犬塚職員 

傍聴者：１名 
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第１回 多摩区区民会議 

             日 時 平成２８年８月８日（月）午後６時 

             場 所 多摩区役所 １１階１１０２・１１０３会議室 

午後６時開会 

司会 皆様、こんばんは。大変お待たせいたしました。きょうは委員の皆さん全員出席の

御予定なんですけれども、少々おくれている委員の方もいらっしゃるようですが、定

刻となりましたので、始めさせていただければと思います。 

 本日はお忙しいところ御出席をいただき、ありがとうございます。本日の進行を務

めます多摩区役所まちづくり推進部企画課長の日向でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 本日はおおむね午後７時までの１時間を予定しております。円滑に議事を進めてま

いりたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。 

 なお、本会議は川崎市審議会等の会議の公開に関する条例に基づき、公開の対象と

なっております。会議録の作成が義務づけられておりますことから、集音用のマイク

を設置させていただいております。また、報道席と傍聴席を設けておりますので、あ

らかじめ御了解をいただきたいと思います。 

委嘱状交付 

司会 それでは、会議に先立ちまして第６期多摩区区民会議委員の皆様に委嘱状を交付い

たします。本来であれば福田川崎市長から交付するところではございますが、本日は

かわりに中村多摩区長より交付をさせていただきますので、御了承いただきたいと思

います。 

 お１人ずつお名前をお読みしますので、その場で御起立をいただき委嘱状をお受け

取りいただければと思います。 

         〔区長から各委員へ委嘱状を交付〕 

 安 藤 欣 也 様 

 池野谷 昌 臣 様 

 小 塚 千津子 様 

 近 藤   清 様 

 佐 藤 俊 恵 様 

 杉 下 禄 郎 様 

 豊 田 由紀子 様 

 髙 森 康 広 様 

 中 村   健 様 
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 二 宮 進 語 様 

 藤 原   司 様 

 本 多 武 夫 様 

 本 多 正 典 様 

 美 和 とよみ 様 

 迎   スミ子 様 

 安 井   浩 様 

 矢 野 久 喜 様 

 山 吉 新 一 様 

 余 湖 英 子 様 

 吉 澤 和 久 様 

１ 開会挨拶 

司会 中村区長、ありがとうございました。それでは、第６期多摩区区民会議第１回区民

会議を開催いたします。 

 初めに中村区長から御挨拶を申し上げます。 

区長 改めまして、皆様、こんばんは。多摩区長の中村でございます。第６期の多摩区区

民会議のスタートに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は大変お忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。また、日

ごろから区政の推進につきまして御理解と御協力をいただいておりますことを感謝申

し上げたいと存じます。また、委員の皆様方におかれましては、お仕事や地域の活動

などで大変お忙しい中、今期の区民会議委員をお引き受けいただきまして本当にあり

がとうございます。改めて御礼を申し上げたいと存じます。 

 さて、区民会議では、地域における課題は何か、そして、その課題を解決するため

にはどうしたらいいのかということについて、区民である委員の皆様に調査審議を行

っていただくこととなります。区民の目線で議論を積み重ねていただくことによりま

して、区民会議の設置目的でございます参加と協働による暮らしやすい地域社会の実

現に向けた成果があらわれてくるものと考えております。 

 さて、御案内のとおり、本年３月に本市の新しい総合計画が策定されまして、区役

所では、この総合計画の実施計画に位置づけられております区計画に基づき日々の仕

事を進めているところでございます。少子高齢化の進展や人口減少社会への転換など

の社会状況の変化に伴い、私たちの生活も日々複雑化、多様化している状況にござい

ます。そうした中にあって、市民がより主体的に地域のさまざまな課題の解決に向け

て取り組み、互いに支え合う仕組みづくりが大変重要になると考えております。区役

所には、身近な行政サービスの提供に加えまして、その仕組みづくりをサポートし、
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そして、コーディネートする役割が今求められているところでございます。こうした

ことを考えましても、区民の参加と協働を掲げるこの区民会議には大変大きな期待が

寄せられているところでございます。参与の皆様におかれましても、区民会議におけ

る調査審議がよりよい結果に結びつくよう、御助言と御協力をいただければ幸いと存

じます。 

 今後とも、本日出席の皆様方や区民の皆様と力を合わせまして、また、関係各所と

連携を図りながら、多摩区の本当に魅力あるまちづくりに取り組んでまいりたいと存

じます。引き続き皆様の御理解と御協力をお願い申し上げまして、簡単ではございま

すけれども、私からの挨拶とさせていただきます。今後２年間、どうぞよろしくお願

いいたします。 

２ 出席者自己紹介 

司会 区長、ありがとうございました。続きまして、本日は第６期多摩区区民会議の最初

の会議となりますので、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと存じます。これから

マイクをお渡しいたしますので、順次回してお使いいただきますように御協力をお願

いいたします。 

 それでは、安藤委員から時計回りで順にお願いをいたします。 

安藤委員 安藤と申します。住まいは、菅に住んでおります。多摩交通安全協会に30年ば

かりかかわっているんですが、そのほうからということで推薦されたと思うんです

が、きょういろいろお話といっても、交通に関してだったら幾らかはと思うんですけ

れども、皆さんのお話を聞いて勉強したいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

池野谷委員 初めまして、池野谷昌臣と申します。１分ぐらいの自己紹介を考えてきまし

た。私は、昭和27年に千葉県船橋市で生まれました。工業高校を卒業しまして、外資

系のコンピューター会社に就職して44年勤めて、昨年５月に退職しました。その後、

昨年９月からパートで働いております。趣味は写真とスポーツの観戦で、特に相撲が

好きであります。15年前に多摩区に越してきまして、家族５人で生田に住んでおりま

す。町田に住んでいた40代のときに、70所帯の小さな自治会の会長をやらせていただ

いた経験があります。生田に来てからは、自治会の中にありますまちづくり委員会と

いうところで６年活動をさせていただいて、本年４月から防災部長として活動をして

おります。微力ではありますけれども、少しでも世の中のお役に立てられればという

思いで公募をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

小塚委員 小塚といいます。前回はコミュニティ部会というところでかかわらせていただ

きました。多摩区こども総合支援連携会議のほうから推薦されています。主にふだん

見ているのは、障害のあるお子さんたちです。よろしくお願いいたします。 
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近藤委員 近藤清と申します。昨年に続いて２期目も区民会議に参加させていただくこと

になりました。私は、多摩区町会連合会から推薦されました。微力ではありますが、

よろしくお願いいたします。 

佐藤委員 初めまして、佐藤と申します。生田に住んでおります。私は社会福祉協議会の

ほうから推薦されまして、社会福祉協議会の会員で、ボランティア活動としまして傾

聴ボランティアというものを13年間やっております。社協さんにはお世話になってお

りまして、その関係で推薦されてきょうここに出席させていただきました。まだ何も

わかりませんので、皆様の御指導をいただきながらお役に立てたらと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

杉下委員 ５期の公募委員で、今回再度応募しまして委員にさせていただきました杉下禄

郎です。昔、都市マスタープランの多摩区の検討委員会の委員長としてまとめた経験

があります。また、仕事としても、多摩ニュータウンの環境計画などをやってまいり

ました。５期では「多摩区の魅力いきいき部会」のまとめ役として、皆さんの御協力

を得ましていい結果が出たのではないかと、うれしく思っております。よろしくお願

いします。 

髙森委員 初めまして、多摩区地域教育会議から出させていただいております髙森康広と

申します。菅のほうに住んでおりまして、なぜ多摩区の地域教育会議にかかわらせて

いただいているかと申しますと、菅小学校でＰＴＡの会長をやらせていただいていた

ものですから、そういった縁で行政区のほうの菅中学校区の地域教育会議をやらせて

いただいております。ほかに、多摩区少年野球連盟に所属している菅ウィングスとい

うチームの監督もやらせていただいておりまして、野球をやる子が年々減っていると

いうのは本当に切実にありますとともに、うるさいと言われてしまうので練習ができ

ない、車でも送れないというのがありまして、そういったことが話し合いに上るよう

なことがあればうれしいなと思いまして参加をさせていただいております。よろしく

お願いいたします。 

豊田委員 かわさきかえるプロジェクトのほうから参加させていただくことになりました

豊田と申します。月に１回、ここの区役所のところでも廃油を回収して、それが石け

んになったり、燃料になったり、そういう活動をしています。川崎の中では、高津区

と麻生区と宮前区と多摩区で活動をしております。自然環境に関してとか、そういう

ことで仲間でいろいろお話し合いができたらいいかなと思っています。どうぞよろし

くお願いいたします。 

中村委員 こんばんは。多摩区医師会から来ました中村と申します。今回初めてこの区民

会議に参加させていただきます。全くわからないんですけれども、私は６月から住所

を多摩区のほうにいたしまして、多摩区にはたくさんいいところがあります。もっと

もっと周りに広報したり、いいところをどんどん勧めていきたいと思いますので、こ
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の２年間よろしくお願いいたします。 

二宮委員 多摩区・３大学連携協議会の推薦を受けて本日参りました、専修大学の学長室

企画課というところに勤めております二宮と申します。多摩区・３大学は、昨年度、

皆様の御協力もいただきまして満10周年を迎えまして、記念誌等も発行いたしまし

た。日ごろ多摩区・３大学の協議会では、地域の皆様の御協力もいただきまして、大

学・地域連携事業の推進ですとか、多摩区の３大学のコンサートなどを行っておりま

す。どうぞよろしくお願いをいたします。 

藤原委員 名簿の11番目にあります藤原と申します。一応区長推薦になっておりまして、

昨年もこの会に出させていただきました。昨年は社会福祉協議会からの代表というこ

とで出させていただいたんですけれども、もう卒業かなと思ったらまた電話がかかっ

てきまして、ぜひ出てくれないかということで参りました。今後ともよろしくお願い

いたします。 

本多武夫委員 初めまして、本多です。私は防犯協会から、おまえ、行ってこい、勉強し

てこいということで初めて参加しましたので、これから皆さんとともに勉強しながら

やっていきたいと思います。きょうは、大ベテランの藤原さんと本多さんに挟まれて

本当に光栄で、これから勉強したいと思いますので、よろしくお願いします。 

本多正典委員 皆様、こんばんは。私も本多と申します。全然親戚関係ではありません。

私は、第３期、第４期と２期区民会議をやらせていただいて、久しぶりに参りまし

た。実は昨年、地域包括ケアシステムというのを勉強する機会がありまして、１年勉

強したんですけれども、これを地域で根づかせるにはどうすればいいんだろうかとい

うことをこの区民会議で何とか提言できればいいなと思って、応募した次第です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

美和委員 美和とよみと申します。よろしくお願いいたします。宿河原に住んでおりま

す。日ごろは障害のある子供の親として活動しております。よろしくお願いいたしま

す。 

迎委員 迎と申します。どうぞよろしくお願いします。大学を出てから川崎に来て、中野

島に借家でスタートしまして、46年、川崎にお世話になって、あちこち家を見て回っ

たこともあったんですが、どうしても多摩区を離れられなかったんですね。なぜかと

いうと、川があり、緑があり、穏やかな人々がいらっしゃった。おかげさまで、私も

働きながら子供２人を育てることができました。女性の問題、子供の貧困の問題、そ

れから、今考えなければいけないのは、外国人がふえてきているその対策もかなと。

そういう仕事をしてきましたので、少しでもお役に立てられればと思っています。お

世話になりますが、よろしくお願いします。 

安井委員 安井浩と申します。多摩区まちづくり協議会の推薦を受けて今回から参加する

ことになりました。迎さんよりももっと古く、多摩区には51年前から生田に住み始め
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まして、とはいえ、途中、転勤その他でいないときもあったんですけれども、そうい

う意味で、多摩区には大変お世話になっています。ただ、地域についてはそれまで余

り関心がなくて、３年前にサラリーマン生活をやめて、ちょうど本多さんのまちづく

り協議会に参加をし、それから地域についていろいろ勉強を始めました。今後どうぞ

よろしくお願いいたします。 

矢野委員 矢野久喜と申します。私は、前期に引き続いて今期も委員を務めさせていただ

きます。安井さんの50数年に比べますと、30数年という全然短い期間でございます

が、通勤に便利なので登戸に住んでいたんですが、気に入ってずっと住んでおりま

す。東京都の障害者関係のＮＰＯ法人の役員を十数年前からしていたんですが、地元

と全く縁がございませんで、地元のことも勉強させていただいて何かお役に立てられ

ればということで、幾つかボランティアふうな仕事をやらせていただいております。

区民会議は２期目なので、前期から引き続いての方は面識いただいておりますし、新

しい方でも初めてではない方が随分いるなと、我ながら地域デビューを果たしている

なということをこの場で実感いたしました。区長さんの御挨拶にもありましたけれど

も、総合計画の時期にちょうど当たる期でございますので、何とかお役に立ちたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

山吉委員 私は山吉新一と申します。自主防災組織連絡協議会ということで、具体的には

生田中学校の避難所の運営委員会の副委員長をやっています。私は昭和36年から、生

田駅の南側、三田１丁目に住んでおりまして、そこの自治会の会長もやっておりま

す。皆さん、ひとつよろしくお願いいたします。 

余湖委員 文化協会より推薦をいただきまして参加させていただきます余湖と申します。

５期に引き続きまして今期もお手伝いができますかどうか、頑張ってみようと思いま

す。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

吉澤委員 多摩区商店街連合会副会長をやっています。そこからの推薦で出ました吉澤和

久です。現在、登戸駅前商店会の会長等いろいろやっております。区民会議は初めて

の参加ですので、力になれるかどうかわかりませんが、一生懸命頑張りたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

司会 皆様、どうもありがとうございました。 

 川崎市区民会議条例第９条により、区選出の市議会議員、県議会議員の皆様におか

れましては、参与として区民会議に出席をいただき、御助言をいただくことができる

ことになっております。次回以降は会議の終わりに御助言をいただければと考えてお

りますけれども、本日は第１回目の会議となりますので、自己紹介も兼ねて、ここで

本日御出席の参与に一言御挨拶をいただければと存じます。 

 それでは、井口参与、よろしくお願いいたします。 

井口参与 皆さん、こんにちは。御紹介いただきました市会議員の井口真美でございま
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す。 

 第６期の御就任、私の思いは本当にありがとうございます。10年たちまして、この

区民会議も、私も最初の１期からずっと参加をさせていただいていますけれども、皆

さんの御熱心な御議論と、そして、とてもうまい会議の運営によってさまざまな御提

言をいただいていることに、実はいつも心から感謝をしております。ごらんのとおり

ほとんど来ませんけれども、議員がたくさん来る区もあるようでありまして、それぞ

れ参与の扱いというのは違うみたいなんですが、議員というのは行政と車の両輪です

ので、私は皆さんの御意見を聞いて、実際に市政の運営に生かせることは生かしてい

きたいということで、勉強したいと思っていつも参加をさせていただいております。 

 議員の情報量も大変多いものですから、皆さんとうまく連携がとれればと思って参

加をさせていただいておりますが、残念ながら、日程が重なりますとなかなか参加す

ることができません。私はあいているときは必ず来て、皆さんのお声を伺って、それ

をみずからの仕事に生かしていきたいと思うし、連携をとってできることはしていき

たいと思いますが、やはりこの10年間伺っていて思ったのは、市民の力でできること

はたくさんある、そしてそれを生かすことで、ただ誰かがやってくれる政治ではなく

て、自分たちが参加できる市政になっていくのではないかなと思っております。10年

間見ておりますと、できること、できないことがたくさんあって、歯がゆいと思われ

るかもしれませんけれども、ぜひ知恵を出し合って、大好きな多摩区が住みやすい町

になりますように頑張っていこうと思います。これからどうぞよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。 

司会 それでは最後に、行政側の職員を自己紹介で紹介をさせていただければと思いま

す。 

 それでは、中村区長からもう１度よろしくお願いいたします。 

区長 改めまして、多摩区長の中村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

副区長 多摩区副区長の稲葉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

区民サービス部長 こんばんは。区民サービス部長を務めております望月といいます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

保健福祉センター所長 保健福祉センターの所長をしております齋藤と申します。よろし

くお願いいたします。 

保健福祉センター副所長 保健福祉センター副所長を務めております塚本です。よろしく

お願いいたします。 

道路公園センター所長 道路公園センター所長の石丸でございます。よろしくお願いいた

します。 

地域みまもり支援センター担当部長 皆様、こんばんは。地域みまもり支援センター担当

部長の太山と申します。どうぞよろしくお願いします。 
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総務課長 皆様、こんばんは。総務課長の川田と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

企画課長 私は、企画課長をさせていただいております日向と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

事務局 企画課企画調整の係長を務めさせていただいております川戸と申します。よろし

くお願いいたします。 

事務局 企画課担当の三枝でございます。前期から３年目となっております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

司会 なお、本日は、生田出張所長の諏佐が所用により欠席をさせていただいております

ので、御報告をさせていただきます。 

 続きまして、お手元の資料を事務局より確認をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、本日の次第がございます。次に、資料１、委員名簿。次に、資料２、座席

表。次に、資料３、第１期～第５期多摩区区民会議調査審議内容一覧がございます。

次に、資料４、第６期多摩区区民会議スケジュール案がございます。続きまして、参

考資料１といたしまして、本市が作成しております区民会議パンフレット。次に、参

考資料２として、第５期多摩区区民会議報告書（概要版）は、１期２年を通じまして

４回発行しております区民会議ニュースの最終号、第４号を兼ねたものでございま

す。次に、参考資料３といたしまして、本年３月に策定されました本市の新しい総合

計画のうち、多摩区に関する計画部分を抜粋したものでございます。最後に、参考資

料４といたしまして、川崎市区民会議条例及び同施行規則でございます。それから、

本日、皆様のお手元には、第５期多摩区区民会議報告書、それから、多摩区まちづく

り協議会ＮＥＷＳ第52号をあわせてお配りさせていただいております。こちらも御参

照いただければと存じます。 

 資料の不足などがございましたら事務局にお知らせください。よろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

３ 議事 

（１）区民会議について 

司会 それでは、本日の議事に入らせていただきたいと思います。本来、区民会議の進行

は委員長にお願いをするところでございますけれども、第５期の区民会議の委員の皆

様から御意見をいただきまして、最初に委員の皆様の懇親を深めることでより活発な

意見交換ができるだろうということで、本日の第１回全体会議終了後に懇親会を予定

させていただいております。このことから、委員長、副委員長の選出につきましては
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第２回の全体会議で行うこととしたいと存じますので、本日に限り私のほうで進行さ

せていただきたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。 

 それでは、議事の(1)区民会議について、引き続き事務局より御説明をいたします。 

事務局 それでは、参考資料１、本市が作成してございます区民会議のパンフレットをま

ずはごらんいただければと思います。 

 表紙をおめくりいただきますと、左上に「区民会議とは？」というところがござい

ますが、こちらにまさに区民会議とは何かということを記載してございます。暮らし

やすい地域社会を目指しまして、区民の皆さんが中心となって参加と協働、こちらが

非常に大きなキーワードになりますけれども、こちらによりまして地域社会の課題の

解決を図るために調査審議を行っていただく会議でございます。区民の定義につきま

しては、区内在住に限らず、働いていらっしゃる方、それから区の区域内において活

動されていらっしゃる方も含めた定義、概念ということでございます。お手元のパン

フレットの中にも、自治基本条例、区民会議条例がございますけれども、こちらに基

づきまして各区区民会議が設置され、それぞれで調査審議を進めているところでござ

います。 

 それでは、資料３をごらんください。Ａ４１枚のこれまでの調査審議の内容をまと

めたものでございます。第１期から第５期までの審議テーマ、提言、取組について記

載をしてございますけれども、第１期から始まりまして、区民会議のテーマといたし

ましては、地域コミュニティ、防災の関係、交通安全、地域のきずなづくりといった

ものが比較的繰り返されるような形で審議をいただいている状況でございます。 

 このうち、現在も区の事業として取り組んでございます代表的なものとしては、第

１期におきましてはこどもの外遊び事業、第２期の公園を拠点としたコミュニティづ

くり推進事業は、現在も各区内の公園に掲示板を設置するという取組を主に進めてご

ざいます。 

 第３期におきましては、多摩区エコロジーライフ事業で、先日８月１日にも、こち

らの事業に基づきまして多摩区エコフェスタという取組を区役所を舞台に大々的に行

いまして、多くのお子様、御家族の方に御参加をいただいたという経過がございま

す。 

 第４期につきましては、イベントカレンダーの作成や、冷蔵庫等に掲示するマグネ

ット式の情報掲示板で、こちらは皆様に１度御利用いただいてアンケートを行った結

果を踏まえて、今後改良したものをまた作成していく予定でございます。 

 第５期につきましては、参考資料２をごらんいただければと思います。前期のテー

マといたしましては、２つの部会を設置いたしまして、「人・まち・わづくり部会」

はコミュニティをテーマとしたもの、それから「多摩区の魅力いきいき部会」は多摩

区の魅力の発信をどうしていこうかというところについて考えたものでございます。
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具体的な提言の内容として、「人・まち・わづくり部会」については、キャッチコピ

ーは「命を守る“向こう三軒両隣”」をキーワードにして、とにかく大事な命を守る

ためには地域の日ごろからのつながりが大切であるということ、町内会や自治会とい

った枠に捉われずに、御近所づき合いから始めていくことが大事ではないかという提

言を行いました。今後、こちらに基づいて、提言②にございますパンフレットの作成

を進めてまいりたいと考えております。「多摩区の魅力いきいき部会」については、

魅力を掘り起こして発信するという中で、動画をうまく活用した魅力発信をしてはど

うかということを考えました。発信するだけではなく、区民の皆さんに参加いただけ

るように、プラットフォームとございますけれども、活動の拠点となる場所をインタ

ーネット上に設置をして、そこから魅力を引き出す、発信する、こういったことをや

っていこうではないかという提言を行いました。１つ、提言をするに当たっての取組

として、参考資料２の５ページの一番下にございますサンプル映像も実際に作成をい

たしました。こちらは現在も区のホームページからごらんいただけますので、お帰り

になりましたらぜひ見ていただければと思っております。こちらにつきましては、区

民提案型事業、磨けば光る多摩事業というものにリンクした取組を行っていただく団

体がいらっしゃいまして、そちらをうまく活用しながら具体的な取組につなげていき

たいと今考えております。 

 このように皆様の身近な問題をまずは発し、まとめていただいて、それを私ども事

務局に、それから、今後、会議の運営につきましては、委託業者、プロのコンサル担

当に入っていただいて進めてまいりたいと思っておりますので、皆様の意見をどんど

んお出しいただいて、それをうまくまとめて、皆様と相談しながらよりよい提言につ

なげていきたいと考えております。 

 区民会議の御説明と流れにつきましては以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

司会 それでは、御質問等があればお受けいたしますけれども、いかがでしょうか。 

 本日、初見という方も多いかと思いますので、また後ほどでも構いませんので、何

かあったら事務局のほうに御連絡いただければ、その都度お答えをさせていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。また、これから区民会議を進めてい

く中でも、折に触れ必要なことは説明をさせていただければと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

（２）第６期多摩区区民会議スケジュールについて 

司会 それでは、議事の(2)第６期多摩区区民会議スケジュールにつきまして、こちらも

事務局から説明をさせていただきます。 

事務局 それでは、資料４、Ａ３横のスケジュールの資料をごらんください。一番上に全
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体会とございますが、本日実施しておりますこちらの区民会議が全体会となります。

本日は第１回、委嘱状交付、皆様の自己紹介、概要説明となってございます。こちら

につきましては、第２回目を11月中ごろから12月頭ぐらいにかけての間で実施できれ

ばと考えてございます。 

 この間、その次の欄にございます区民会議委員ミーティングというものを３回ほど

開催させていただきまして、この中で、皆様から日ごろ課題と感じているものなどを

挙げていただき、それをまとめて、今期の区民会議では何を話し合っていこうかとい

うことのテーマ決めをしていきたいと考えております。それから、専門部会の設置と

ございますけれども、これまで第４期、第５期につきましては専門部会を２つ設置し

て審議を行ってまいりました。およそ10名ほどで皆様に各部会に分かれていただく形

になります。会議で皆様の御意見等を集約するに当たって、比較的意見も出しやす

く、まとめやすい人数ということで設定してございますが、必ずしも２つということ

に限ったものではございません。いずれにしても、この３回の間で専門部会を設置し

て、部会のメンバーもおよそ決定した上で、第２回の全体会におきまして正式にそれ

を決めて本格的な審議に入っていきたいと考えております。 

 第２回の全体会が終わりますと、一番下に専門部会とございますけれども、ここで

は仮にＡとＢと２つ設定してございますが、年末から年明けにかけまして、第１回、

第２回と具体的な審議に入っていきたいと考えてございます。それを踏まえまして、

次年度の取組をどうしていこうかというところを最後に確認するという意味も含めま

して、第３回の全体会議を２月から３月にかけて実施したいと考えてございます。 

 中段に企画部会とございますけれども、これまでの形式でいきますと、正副委員

長、各部会の正副部会長の７名で構成いたしまして、主に全体会議の進め方について

の確認の場ということで設定してございます。この流れがおよそ１年目の流れとなっ

てございますけれども、最後に、３月に縦に長く区民会議フォーラムと記載がござい

ます。これまで区民会議フォーラムにつきましては、１期２年の２年目の秋ごろに、

皆様の審議がおよそ煮詰まってきた段階で区民の皆様にそれを御報告するとともに、

区民の方からの御意見をいただく場としてフォーラムの場を設定しておりました。今

期もそれは変わらず実施したいと考えてございますが、１年目におきましても、審議

テーマが決まってきたところでそれに関連した情報発信、それから、この段階でも区

民の方からの意見集約等を図れればと考えてございます。この点がこれまで行ってい

ないという点で初めての取組になりますので、スケジュールが少しタイトな形になり

ますけれども、事務局としても皆様と連携して取り組んでまいりたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それから、２年目以降のスケジュールがどうなるかというところも御関心があるか

と思うんですが、本日お手元にお配りしました少し厚い冊子状の多摩区区民会議報告
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書の60ページから63ページに前期のスケジュールがございます。やはり１年目は今お

示ししたものと同様のスケジュールなんですけれども、２年目になりますと、各部会

での審議がおよそ１カ月に１回ぐらいのペースで進んでいく形になりますので、非常

に詰まったものになってまいります。全体会議は４回を予定しております。 

 スケジュールにつきましては以上でございます。 

司会 ただいまのスケジュールでございますけれども、こちらはあくまでも事務局でお示

しをさせていただいた案でございます。実際のスケジュールにつきましては、区民会

議委員ミーティングの中で決定をさせていただければと思っております。また、区民

会議フォーラムでございますけれども、今お話ししたとおり、当初は２年目に１回だ

けであったんですけれども、区民会議自体の認知度が余りよろしくないですとか、あ

とは、参加と協働ということで、多くの方の意見を聞く機会をふやしたほうがいいの

ではないかということで、今回の第６期については２回開催してはどうかという事務

局の案でございますので、こちらにつきましてもミーティング等を通してスケジュー

ルを確定できればと思っているところでございます。 

 それでは、スケジュールにつきまして御質問や御意見はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。とりあえず基本的には今お示ししたスケジュールということ

でこれから検討をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

（３）その他 

司会 なお、本日の議事につきましては以上を予定しているところでございますけれど

も、全体を通しまして何か御質問、御意見等がございましたらお願いをいたします。 

中村委員 初めて参加するということで、ちょっとわからないことが多いんですけれど

も、川崎市区民会議条例というところに第３条の(1)と(2)とありまして、「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。」と書いてあるんですけれども、調査審議をここでやって、その後、例えば市の

ほうに行くとか何かそういう反映があるのか、それから、区民に対していろんな問題

とかをどんな形でお知らせされるんでしょうか。 

事務局 調査審議を行っていただいた結果をまさに提言という形で区長にお渡しいただく

ようになります。それを踏まえて、区としても、区役所でできること、地域の団体の

方と協働してできることを考えていくことになりますが、先ほど御説明した資料３に

もございますとおり、実際にこの提言を事業として行っている事例が、第１期であれ

ばこどもの外遊び事業、第３期であれば多摩区エコロジーライフ事業ということで、

区民会議の提言が実際の取組につながっているケースがございます。区民会議の中で

の単発的なイベントで終わっているものも当然ございますけれども、こうした提言の
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中から少しでも実際の取組につなげていく、区役所としてそれをコーディネートして

いくというところが今後より大きな部分を占めていくと考えてございます。 

 ですので、区民会議としてはあくまで調査審議をしていただくというところになり

ますけれども、先ほど申しましたとおり、参加と協働ということが大きなキーワード

になっておりますので、その後、実際具体的にどういう形で参加や協働が図れるかと

いうところまで含めた審議をしていただけると大変ありがたいと考えてございます。 

山吉委員 何年間かこうやってきて、何か効果を求めていろんなことをやったんですけれ

ども、そのやった効果測定というのは何かやっているんですか。定量的な測定です。

要するにＰＲするというか、みんなに浸透させるというのは非常に難しい話で、その

浸透度というのはどうやって―この辺のところは難しいんですけれども、やっただけ

ではどうしようもないので、我々も自治会活動をやっているんだけれども、防災の問

題についても住民の人たちになかなか浸透しないんです。だから、どの程度浸透させ

たらいいのかというのは、やっぱり目標を決めて測定してやらないと、ただやったぜ

というだけになってしまうのではないかなと。これは非常に難しい問題ですが、その

辺はどうなんですか。 

司会 例えば、個別事業がどうだったかということについての評価はなかなか難しいかと

思っているんですけれども、多摩区では２年に１回、区民意識アンケートという調査

をしております。2000人の方を対象に18歳以上の方からアンケートをさせていただい

ております中で30から35ぐらいの項目をつくっておりまして、例えば多摩区に住んで

よかったですかみたいなものは毎回毎回調査をする項目としてあって、それ以外には

個別の課題調査項目というのがございます。そのようなアンケート調査の中で、１つ

の効果測定は今のところできているのかなと私のほうでは考えているところでござい

ます。 

山吉委員 その結果は満足できる状態だったんですか。効果測定をして、その結果、これ

は我々の満足するところであったということなんですか。 

司会 そこはなかなか難しいところもございまして、満足できるものもあれば、やはり満

足できないものもありまして、例えば防災の問題とかでありますと、では100％の方が

備蓄品を備えているかというと、今現在はそうではない状況はあります。そういった

ところでは、一定の効果があるとは認識しているんですけれども、全ての方に広がっ

ていくところまでは行っていないというのが課題だと認識しているところでございま

す。 

 ほかに御質問とか御意見はございますでしょうか。 

 それでは、次回のミーティングのときにはアンケートの結果がありますので、そち

らはお示ししたいと思います。ほかに御意見、御質問等があれば、また何かございま

したら事務局のほうにお問い合わせいただければと思います。 
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３ 閉会 

司会 それでは、本日の議事につきましてはこちらで終了させていただきたいと思いま

す。本来は閉会の挨拶も委員長、副委員長にお願いするところですが、本日は決まっ

ておりませんので、稲葉副区長から閉会の挨拶をさせていただきます。 

副区長 本日は、長時間にわたりありがとうございました。今後２年間、暮らしやすい地

域社会づくりに向けての御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。なお、本

日はこの後、懇親会がございますので、親睦のほうも深めていただければ幸いでござ

います。 

 それでは、以上を持ちまして第１回区民会議を終了いたします。本日はありがとう

ございました。 

司会 それでは、事務局のほうから事務連絡を幾つかさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

事務局 委員の皆様にはお配りしてございますけれども、Ａ４横の第６期多摩区区民会議

地域課題アンケートという用紙をお配りさせていただきました。皆様に日程調整をお

願いいたしまして、御協力いただきありがとうございます。第１回目の区民会議ミー

ティングを、こちらにも記載がございますとおり、今月31日水曜日に、同じく18時か

ら区役所で実施したいと考えてございます。正式なお知らせはまた改めてお送りいた

しますけれども、御予定をいただければと思います。日程の結果、皆様全員の御都合

の合う日がなかったというところもございますけれども、できるだけ多く御参加いた

だける日ということで設定をいたしましたので、出欠につきましてはまた確認させて

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 こちらの用紙にございますとおり、皆様が感じていらっしゃる、考えていらっしゃ

る地域課題を３つ挙げていただくようになっております。これは必ずしも３つでなく

ても結構です。それから、アイデア、お考えにつきましても全て埋めていただくこと

もございません。何が課題かというところだけでも事前にお寄せいただけるとその後

の審議がスムーズにできるかなと考えてございますので、御協力をよろしくお願いい

たします。 

 それから、髙森様と吉澤様、この後少し事務局にお寄りいただければと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 それから、もしお車の方がいらっしゃいましたら、事務局のほうで駐車券をお渡し

しますので、お声がけください。よろしくお願いいたします。 

 それから、先ほどのアンケートですけれども、今月の８月19日金曜日までというこ

とで御協力をいただければと思っております。ファクス、メール、もしくは御持参で

も結構ですし、メールでこの用紙を使わずにそのまま打ち込んでいただいても、書式
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も問いません。この項目に沿ってお寄せいただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。なお、メールをお持ちの方につきましては、こちらの書式を今後改め

てお送りいたしますので、そちらを御活用いただいても結構かと思います。 

 先ほど副区長から御案内がありましたとおり、この後、出て左手のレストランで懇

親会を行います。７時10分からの予定でございますので、それまで少し休憩等をとっ

て、10分から始めさせていただければと思いますので、５分ほど前を目安にお集まり

いただければと思います。受付がございますので、そちらを通って中にお入りいただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お疲れさまでございました。ありがとうございます。 

午後６時57分閉会 


