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川崎市全町内会連合会会長
瀧村　治雄

　令和３年12月８日をもちまして、川崎市全町内会連合会は創立60周年、人生であれば還暦を迎えること
になりました。この日を迎えることができましたのも、ひとえに、諸先輩方をはじめとして、町内会・自治会活動
にかかわる皆様一人ひとりの地道な取り組みの賜物と心から感謝申し上げます。
　先人たちの智慧と努力の結晶ともいうべき、この60年間の長きにわたる積み重ねの中に、今後の取り
組むべき姿のヒントが隠されているのではないかという想いから「創立60周年記念誌」を発刊するはこび
となりました。
　一昨年来の、世界規模の大災害と表現しても許されるような新型コロナウイルス感染拡大への対策として
様 な々制約が課されることで思い通りの活動ができず、人間関係が希薄となってしまっている今こそ、人と人
との絆の懸け橋として、そして地域の担い手として、町内会・自治会に何ができるのか、その真価が問われて
いるのではないでしょうか、我々が果たすべき責務の重さにあらためて身の引き締まる思いを携えて、「持続
可能な未来」にむけた新たな歩みを進めてまいります。
　今後とも、川崎市をはじめ、町内会・自治会、各種団体の皆様のあたたかいご協力とご支援をお願い
申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただきます。

地域コミュニティの
　　さらなる活性化に向けて





川崎市長
福田　紀彦

川崎市議会議長
橋本　勝

60周年を祝う

　川崎市全町内会連合会が創立60周年を迎えられましたことを心からお祝い申し上げます。
　また、長きにわたり輝かしい歴史を築いてこられました歴代の役員をはじめ、会員の皆様の地域愛
に基づいた日々 の御努力に深く敬意を表しますとともに心から感謝を申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行は、私たちの生活に大きな影響を及ぼしました。
この感染症により、活動において顔と顔を合わせることが難しくなっておりますが、そうした中において
も、感染予防策を講じて様 な々工夫を凝らしながら活動を継続されていることに深く敬意を表します。
　こうした状況であるからこそ、住み慣れた地域で人が人を思い支えあうということが、いかに私たち
一人ひとりが幸せに生きていくうえで大事なことかを認識する契機であったかと考えております。
　今後も、川崎市全町内会連合会の皆様との連携をいっそう強くし、「最幸のまちかわさき」をめざし
て、住民同士のつながりやコミュニティづくりを推進してまいります。
　結びに、川崎市全町内会連合会の益々の御発展と、会員の皆様方の御健康と御多幸を心から
祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

　川崎市全町内会連合会が、ここにめでたく創立60周年を迎えられましたことを、心からお慶び
申し上げます。
　昭和36年の発足以来、今日まで６０年間の長きにわたり、力強いリーダーシップを発揮して町内会・
自治会活動を牽引し、住民福祉の向上に御尽力を賜っておりますことに、心から敬意を表します。
　近年、東日本大震災などを契機として、近所づきあいや地域コミュニティの大切さが再認識される
中、町内会や自治会は地域コミュニティの中核として、その役割はますます大きなものとなっております。
　私たち市議会といたしましても、「川崎市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例」を制定
するなど、その活動を支援してきたところであり、今後も、皆様と手を取り合って、安全で安心できる
暮らしやすいまちづくりを実現できるよう、全力で取り組んでまいります。
　終わりに、川崎市全町内会連合会のさらなる御発展と、会員の皆様方の御健康と御多幸を祈念
いたしまして、お祝いのことばといたします。
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川崎市全町内会連合会の設立から60年目を

迎える今年、過去10年間を中心に、地域社会の

担い手として様々な活動に取り組んできた姿を

振り返りながら、町内会・自治会の現在の様子、

そして未来への展望について、福田川崎市長と

瀧村川崎市全町内会連合会会長に語り合って

いただきました。
★新型コロナウイルス感染症防止対策のもと実施しました

60周年を迎え
改めて先人たちに感謝したい
司会　川崎市全町内会連合会も設立から60年を迎えま
した。まずは、瀧村会長にお伺いしたいのですが、発足か
ら現在までの様子や記憶に残ることがありましたら、お話
ください。
会長　川崎市全町内会連合会を結成し、会の発展に努
めてこられた多くの先人に心から感謝と敬意を表したい
と思います。そして、市長さんを始め市役所職員の方々
の温かいご理解をいただき、様々な面でのご支援を有り
難く思っております。御礼申し上げます。
　全町連は昭和36年に、市内318団体が結成大会に参
加し、発足しました。早いもので今年で60周年を迎え、そ
の間、多くの皆様が町内会・自治会の運営に当たってこら
れ、現在では600を超える団体が全町連に加盟し活動し
ています。

これまでもこれからも、
地域社会に根差した活動を続けるために

瀧村治雄
川崎市全町内会連合会会長

Takimura Haruo
◎たきむら・はるお
1938年生まれ。両親が町内会活動を
していたことから、民間会社を退職後
は地元の久地第１町内会の活動に参
加。1994年から同町内会の会長を務
め、2014年から高津区全町内会連合
会会長・川崎市全町内会連合会副会
長に就任。高津区安全・安心まちづく
り推進協議会会長、高津区自主防災
組織連絡協議会会長、高津区交通安
全対策協議会会長、高津防火協会会
長など各分野で活躍。2012年に環境
大臣表彰、2017年に総務大臣表彰、
2019年に旭日単光章を受章。2020
年３月から第 14代川崎市全町内会連
合会会長に就任。

地域

　　発展

川崎市全町内会連合会創立60周年記念　　　市長対談
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　60年前といいますと、私は社会人になったばかりで、両
親は町会の役員を仰せつかっていました。クルマが無い
時代でしたので、地元の町会長さんが自転車で配布物
を運んでいたり、毎年行われる盆踊りも家庭にある音響
資材を持ち寄るなど、準備や開催には多くの苦労があっ
たと聞いております。
　こうしたご苦労を想像しますと、本当に頭が下がる思
いがします。多くの方々が地元愛ということで、町内会を
結成し熱い思いを持って運営してこられたことを思うと、
有り難く、そして感謝申し上げているところでございます。
司会　先人たちのご苦労や地元愛に支えられ、川崎とい
う街が大きくなって行くと同時に、町内会・自治会も、大き
く成長してきたのですね。
　市長は、全町連の活動に関して、どのようなことを感じ
ていらっしゃいますか？
市長　まずは創立60周年おめでとうございます。私は市
政運営を行う上で、町内会・自治会の協力無くしては出来
ないことばかりだと、日々 気づかされております。
　安全・安心なまちをつくりたいという思いも、行政だけで
完結できるものではありません。
　町内会・自治会長さんを始め、地域の役員の皆さんに
よる美化活動やパトロール等の防犯活動、あるいは高齢
者の見守りなど、人と人とのつながりや日々 の積み重ねが

あってこそのもので、町内会・自治会だからこそ行えると感
じています。
　60年間という歩みの中で、時代が変わっても、町内会・
自治会という組織がしっかりと存在し続けている。これは
世界に類を見ない形です。瀧村会長がおっしゃった地元
愛があってこそです。全町連の皆様には改めて感謝した
いと思っています。

互いに認め合える
良好なパートナーシップ
司会　全町連と川崎市がパートナーシップで結ばれ、共に
安全・安心なまちを作って行くためには、互いのコミュニ
ケーションが重要になると思いますが、運営して行く上で、
行政側と町内会側の連携についてはいかがですか？
会長　市長さんを始め市役所職員の方 も々非常に熱心
で、町会運営に当たっても様 な々面でサポートを頂いてい
ます。
　どの区を見ても町連と関わりのある職員の方とは上手
くコミュニケーションが取れておりまして、スムーズな運営
が行えておりますし不満は耳にしたことはないですね。本
当に皆さん真面目なんですよ。能力的にも素晴らしい
方々が多く、とても尊敬しています。
司会　行政側から見た町内会・自治会とのコミュニケー

福田紀彦
Fukuda Norihiko

川崎市長

◎ふくだ・のりひこ
1972年生まれ。川崎市立長沢小学
校・長沢中学校卒業、米国アトランタ
マッキントッシュハイスクール卒業、米国
ファーマン大学（Furman Univ.） 政治
学専攻（B.A. Political Science.）卒業。
1995年６月衆議院議員秘書、2003年
４月神奈川県議会議員（２期）、2009年
12月神奈川県知事秘書、2010年２月
早稲田大学マニフェスト研究所客員研
究員、2013年11月川崎市長に就任。
妻、長女、長男、次男の5人家族。
川崎市宮前区在住。

◎わしろ・のぶゆき
1968年生まれ。大学卒業
後1991年に神奈川新聞社
入社。川崎多摩支局長、
県警記者クラブ、報道部
デスク、デジタル編集部長、
運動部長などを経て2019
年川崎総局長に就任。
事件事故、スポーツ報道、
デジタル関連の取材が長い。

●司会
神奈川新聞社川崎総局長

和城信行
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と応援しようということを示し、それに呼応するような形で、
私たちもしっかり町内会・自治会と対等なパートナーシップ
を築けていると思っています。
　前回の議会で議決していただきましたが、町内会・自治
会への活動応援補助金という形で、町内会・自治会の取
り組みをもっと応援して行こうと思っています。

思いやりの気持ちでコロナ禍に立ち向かう
司会　安全・安心というお話が出ましたが、近年の大
きな危機といえば新型コロナウイルスの感染拡大が
ありますよね。
会長　コロナ禍になってからは、各町会で行っていた盆
踊りや秋の祭礼、そして子どもを集めてのイベントなどが
殆ど開催できなくなりました。それは住民同士の顔が見え
る関係が薄れてきているということでもあるんですね。
　私は「向こう三軒両隣」という言葉が好きなんです。これ
までは、いつでも会える環境と関係作りが上手く行ってい
たんですけれど、過去に例の無い状況下ですので、なか
なか会えないという不安がどなたにもあったと思います。
　しかし逆にこうした時期だからこそ「あの人は大丈夫
かな？」と、お互いを思いやる機運が今まで以上に高まっ
てきていまして、地域の安全・安心により目が向くようにな
り、防犯、防災意識が非常に高くなり、見守り活動を行った
り、可能な範囲内での防災訓練などが今まで以上に多く
なったような気がします。
司会　会長がこのようにおっしゃるのは、市長としても心
強いと思われますが、こうした機運や活動について、市長
としてどのように感じられますか？
市長　互いを思いやる、安全・安心というと、まず一昨年
の風水害を思い出します。あの時は町内会・自治会の役
割の大きさを強烈に実感しました。
　まず被災後の復興のスピードが違います。町内会・自
治会がしっかりしていると、真っ先に動き出し迅速に復興
作業が進む。職員が現地に行くと町会の皆さんがもう現
地で旗を振ってくださっているんですよね。
　それを受けて職員も一緒になって進めて行くのです
が、地元でなければ分からない地元の人同士のつながり
があって、それがいざという時には、命を守る組織にもなる
ということを本当に実感しました。
　会長の言葉をお借りすれば、向こう三軒両隣という日ご
ろからのお付き合いが、本当に命を守るなと感じました。
　コロナ禍になってイベントや活動は縮小されましたが、そ

ションについては、どのように感じていらっしゃいますか？
市長　町内会・自治会活動は暮らしの全般にわたる事
柄ですから、政策立案の段階から皆さんのご意見を頂い
て、市役所も区役所も考えて進めなければなりません。
　そのために、いくつも会議を掛け持ちされている中、何
度も各区の区役所に来ていただきご苦労をおかけしてい
るのですが、常に前向きに取り組んでいただき頼もしく
思っています。
　先ほど職員のことを褒めていただきましたが、コミュニ
ケーション、信頼関係が絶対欠かせないものですし、市政
にこの形が組み込まれているということは、風通しの良い
運営が出来ているのではないかと考えています。
司会　具体的な支援施策についてお聞かせ願えますか。
市長　平成27年に「町内会・自治会の活動の活性化に
関する条例」が施行されて、これは議員立法、議員提案
条例で出来たものです。こうした理念を議会の側から作
るのはとても意味のあることだと思います。
　市民の総意を体現する議会が、町内会・自治会をもっ
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の中でも色 な々活動が起こっているというニュースも私の
ところに入って来ています。すでにリモートで会議を行って
いる町会があると聞いた時には、とても驚きました。見守り
活動も工夫しながら回って頂いていたり、そうした町会や
役員さんが沢山いるのは、本当に心強いと思っています。

「住む」から「暮らす」へ
若い世代の意識が変わって来ている

司会　転入者や若い世代へのアプローチといいますか、
町内会への加入促進や対応等、次の世代に繋がる活動に
ついてお聞かせください。
会長　加入率については、確かに大事だと思いますが、
それだけに一喜一憂してもしょうがないのかなと考えてい
ます。本当の加入率といいますか、我々町会役員と一緒
に活動してもらえる住民ですね、いざというときに力になっ
てもらえる住民がどれだけいるかが重要なのではないか
と感じています。
　そのためには、お子さんがいれば子ども会に、若い方な
ら地域の仲間とスポーツイベントに参加して頂いたり、気
軽に仲間に入って互いに気心が知れて、後には役員に
なってくれる。地域を気に入って住み続け、やがては積極
的に町会活動に参加してくれる、そういう住民が増えてく
れるのが一番だと思っています。
司会　住み続けるといえば、長く住んでいて現役を引退
した元気なシニアも増えて来ていますよね。シニア世代
へのアプローチはいかがですか？
会長　そうですね、現役を退いて時間が出来た方には、
例えばどの区にもあります老人会に入っていただき、仲
間づくりや楽しむことから始めてもらうのが良いと思って
います。
　私の町会に限っていうと、神社やお宮のお掃除を年に
数回、行っているのですが、まずそういう場に顔を出して、
皆と一緒に地域のために貢献しているうちに顔なじみに

なり、他の行事や運営にも参加するようになる…そういう
方が多いように思います。
司会　こうした新住民やシニアの方へのアプローチに際
して、行政でもサポートを行っていると伺いましたが。
市長　はい。まず加入率のお話をすると、データを見ても
やはり若年層の加入率が低い、特に家に帰って来て寝て
また出勤するという「住む」という概念の世代ですね。そう
ではなくて、この地域で「暮らす」という意識に気づいても
らえると、参加意識も変わるのではと思っています。
　コロナ禍の在宅勤務やリモートワークによって自宅や近
所での時間が増え、家が寝る場所ではなく「暮らす場所」
として見直され始めている。その意識の変化は町内会・自
治会の重要性をアピールする良い機会なのかもしれない
と考えサポートを行っています。
　具体的なものとしてはご近所SNS「マチマチ」と協定
を締結し地域の情報発信を通じて町内会・自治会と繋が
る機会を提供する。また、全町連の役員の皆さんに監修
して頂いて、子どもも読める絵本を作るなどの取り組みを
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く暮らし始める方 を々寛容な心で受け止めて、そしてお互
いが助け合っていく精神。これは川崎の発展そのものの
精神だと思います。
　それが一番身近なところで行われているのが、町内
会・自治会活動です。町内、徒歩15分圏内の安心感、こ
こに住んでいると安心が得られるという仕組みこそ、互
助の精神を持った町内会・自治会であり、それがまちの
価値にも繋がっていると思っています。
会長　自分たちのまちは自分たちで守り、そして自分た
ちで出来ることは何かと考える。こうしたことは地元の力
だけでできるものではありません。やはり行政という大きな
力が必要で、これからも今のような良いパートナーシップ
のもと、タッグを組んで川崎の発展のため、もっと住みよい
まちづくりのために、ご指導お力添えを頂ければと願って
います。
司会　市長から町内会・自治会にメッセージがあればお願
いします。
市長　全町連の皆様、単会の町内会・自治会の皆様、
60年間にわたって運営された歴代役員の方 に々、心から
感謝を申し上げたいと思います。そして現職の役員の
方 に々敬意を表したいと思います。
　町内会・自治会活動は通常の仕事とは違って、一年
365日、毎日地域のことを思って活動されているわけです
から、並大抵のことではないと思っています。単なる義務
感だけで出来るようなものではありません。まさに地域愛
地元愛によるところが大きく、本当に感謝しております。

させて頂いています。
　SNSに苦手意識を
持たれている町内会・
自治会には、役所が
プラットフォームになっ
て地域の専門家と町
内会・自治会を繋ぎ、
情報発信をサポート
する取り組みも行って
います。
　こうした施策は今

だからこそ重要と考え、力を入れています。

時代が変わっても
互助の精神は変わらない
司会　今後70周年、80周年とこれからも続いていくため
には、何が必要だとお考えですか？
会長　長く存続し活動していくためには、やはりそこに存
在する価値が必要になります。町内会・自治会の場合、基
本は「互助の精神」だと思っています。
　日頃から顔の見える関係を築き、一朝有事の際には皆
で助け合う。安心してその地域で暮らすために、一人ひと
りが地域社会の一員として互いを思いやる。SNSやデジ
タル機器がどんなに発達しても、やはり人間は一人では生
きていけません。皆で「明るく暮らしやすい地域社会の実
現を目指す」という思いを持った方々が、活躍できる場とし
ての町内会・自治会はこれからもずっと必要なものだと
思っています。
　個人的な感想になりますが、町
会活動として、昔から続いている
伝統的な行事、地域の文化といい
ますか、そうしたものもずっと継承し
てもらいたいですね。
市長　瀧村会長の話を聞いてい
て、まったく同感だと思いました。私は
「寛容と互助の精神で」が大事だと
よく話しているのですが、川崎はもう
すぐ市制100周年、100年前と比べ
て人口が 30倍以上の街になった
のも、寛容で互助の精神があった
からではないかと思っています。
　出身、年代、地域を問わず、新し





合言葉は｢笑顔で挨拶・住みよい町会」
　北見方町会では地震被害を想定して毎年、町会自主防
災訓練を実施していました。
　そんな中、令和元年台風19号の大雨で多摩川が増水
し、諏訪排水樋管から水が逆流。下水路からあふれた水に
よって、多摩川に近い地域を中心にマンションも含め500世
帯以上が浸水被害に遭い、今なお一部で復旧作業を続け
ています。
　水害の恐ろしさを体感したことで、地震のみならず様 な々
災害に対しての防災に取り組み、検討を行っています。

台風19号被害の経験を活かして、
さらに災害に強いまちづくりを！

北見方町会の取り組みや検討課題

災害に強いまちづくり

高津区 北見方町会

中原区 上丸子山王町２丁目町会

復旧・復興に立ち向かう会員の姿に感心
　台風19号により町会員のほとんどの家が床上浸水の被
害を受け、会館も床上約40cm浸水しました。しかし、被災２
日後には災害対策本部を開設。行政からの情報受信や発
信、ボランティアによる清掃支援の采配に努めました。
　山川会長は当時を振り返り「ひどい被害を受けたにも関
わらず、弱音を吐かず、気丈に復旧・復興に立ち向かう会員
の姿に感心し、誇らしく感じた」と話します。
　こうした被災の経験を踏まえ、令和２年２月に「安全で明る
い町会づくり」実現のため、隣接町会とともに浸水被害軽減
に向けた要望書を市へ提出しました。

令和元年、台風19号で被災した
上丸子山王町２丁目町会の活動

被災後2日で活動を開始した
町会の災害対策本部

北見方町会防災倉庫

隣接町会が一体となって要望書を提出

小学生向け防災訓練

床上浸水した自治会館はその後
改修工事が行われた

※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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いつ起こるかもわからない地震や水害などの天災、そして、火災。人々が安心して
暮らすには、万一の災害から大切な人命や財産を守るための備えは大切です。隣近
所だからこそできる災害への取り組み。町内会・自治会でも自主防災活動に取り組
んでいます。

麻生区 新百合ヶ丘自治会

多摩区 菅町会

災害に強いまちづくり

実際の避難生活を想定し行われた
炊き出し訓練

消防・警察・区、多くの職員が参加する防災訓練
　菅町会は、地区内に４万３千人が暮らす大きな町会で、町
内を18の自主防災組織に分け、自分の住む地域の防災活
動をするようにしています。日ごろから防災訓練を行い、水・
非常食品の備蓄・管理をするなど、緊急時に備えています。
　２年に一度千人規模の訓練を行っており、消防や警察、
区からも多くの職員が参加。昨年度はコロナ禍の中、小学
校で10か所ほどのブースを設け、少人数に分かれ、視察の
他、簡易トイレの設置や救命ボートの確認、土のうづくり、模
擬消火訓練などを体験しました。

防災の要は｢助け合うには、
顔見知りになることから始まる」

階段昇降用の電動車いすの扱い方を
学ぶ

放水訓練は消防署の指導を受けながら
行われた

各地区ごとに別れた防災組織

電動ベッドや電動車いすを使った
救護訓練

大雨の際に活躍する救命ボートを確認する体験者

皆で助け合う自治会ならではの防災
　「いざと言う時にこの地区にいて動ける会員が活動する」
を前提に、対策にあたっています。こうした活動を支えるのは
専任の防災役員他20名と、182名の「防災応援団」です。
　向こう三軒両隣の隣人を支援者とする独自制度の発足
や消防署と連携した放水・炊き出し・避難支援等の防災訓
練、会員全戸参加の「安否確認タオル掲出演習」等を実施
しています。
　また「日頃からのお付き合い」や「助け合い」を大事にすべ
く、夏祭りや、餅つき大会の開催等『お互いの顔の見える街
づくり』を合言葉に活動しています。

気軽に挨拶ができる街
『お互いの顔の見える街づくり』が合言葉

再発見 新発見　～ 60年目のRe:スタート～　13



地域で支える｢次につながる子育て支援」
　昭和49年発足の｢北加瀬原町母親クラブ」は、乳幼児の
健全育成を目的として、毎月第１水曜日に「赤ちゃん相談」を
開催しています。
　赤ちゃん相談では、地元有志のボランティアや区役所保
健師による身長・体重の計測、個別相談など、地域と行政が
連携し子育てに不安のある方 の々サポートを行っています。
　サポートを受けたママさんがここでの経験を活かし、次の
サポート役として加わるなど、初めてでも安心して子育てが
できる、地域を中心とした子育て支援の取り組みが広がって
います。

「初めてママ｣も安心できる、
北加瀬原町母親クラブ

継続した健康管理に役立てられるよう毎月第1水曜日に実施

安心して暮らせるまちづくり

幸　区 北加瀬原町内会

川崎区 池上新町町内会

見守り・つながりの輪
～世代を超えた支え合いと絆～

身長・体重測定の他、
保健師や先輩ママが
個別相談に対応

クリスマスシーズンにはサンタも登場 !

見守り訪問の様子

公園に注意喚起の貼り紙。
感染対策を呼びかけました

手作り品をお届けしながら見守り訪問
　東日本大震災をきっかけに、一人暮らしの高齢者や災害時に避
難が困難な要援護者などを地域で見守るため、毎年２回、役員や
老人クラブが心を込めて作ったプレゼントを手土産に個別訪問を
行っています。
　コロナ禍においては、マスクや消毒液を手土産に訪問したり、近
隣の公園に注意喚起の貼り紙をするなど、安心して暮らせる地域
づくりの取り組みを進めています。
　「なんでも相談できる地域づくりを目指しています」と浦野一吉
会長。
　その他にも、誰でも楽しく参加できるイベント等を開催。子どもたち
も率先して参加し、世代を超えたつながりの輪が広がっています。

手作りマスクと消毒液をプレゼント♪

※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています

14　川崎市全町内会連合会創立60周年記念誌



毎日が安心して暮らせる安全なまち。犯罪や非行のない明るい “まちづくり”は
私たちみんなの願いです。地域を巡回する防犯パトロール、防犯灯の設置や維持
管理など、町内会・自治会ではそれぞれの地域の実情や必要性に合わせて、効果
的な活動を行っています。

宮前区 稗原ゆ～ず連絡会

宮前区 白幡台地区コミュニティ交通協議会・
県営野川南台団地自治会

安心して暮らせるまちづくり

ステージや手作り品の販売で人気イベント「ゆ～ずパーティー」

ゆ～ず連絡会では様々な議題が話し合われる

白幡台・野川南台で活躍する小さなバス
　宮前区は坂が多くバスは日常の足として欠かせない存在
です。しかし道幅が狭い等の理由で公共の路線バスが入
れない地域では、高齢化等により、以前から「買い物に困っ
ている」との声がありました。
　こうした中、地域で一体となって活動した結果、令和元年
10月から運行しているのが白幡台地区の「食品館あおば
初山店・お買物バス」、平成21年４月から運行しているのが
野川南台のコミュニティバスです。両地区とも無料で定期運
行するバスは、利便性だけではなく、利用者同士が顔見知り
になり、地域の身近な交流の場としても活躍しています。

無料の定期運行バスは
暮らしに欠かせない区民の足です

白幡台地区の「食品館あおば初山店・お買い物バス」

野川南台のコミュニティバス「みらい」

子どもから高齢者まで、一人ひとりが主役
　稗原(ひえばら)ゆ～ず連絡会は、2015年６月に稗原小
学校区内の七つの自治会と医療・障害・介護施設など14団
体が集まって発足しました。
　高齢者の見守りや健康維持、防災活動といった福祉活
動の他、地域の交流を目的としたイベント等、多岐にわたる
活動を行っています。中でも健康づくり教室、合同バスツアー
やクラフト市といった地域の方々が楽しみにしているイベント
も多数開催。若い方からの人気もあり、世代を超えた地域交
流に貢献しています。

自治会を中心に福祉・交流・防災と
安心できる町づくりに貢献
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植物由来のレジ袋を町会内全戸に配布
　プラスチック製のレジ袋の多くは石油燃料が主原料のた
め、自然環境下では分解されにくく、焼却時に発生する二酸
化炭素の排出も環境への影響が深刻です。
　こうした現実を廃棄物減量指導員の会合で知った木月1
丁目町会の内田会長は、町会全体に伝え広める方法はな
いかと町会役員と協議し、初の試みとして環境保全の観点
から主原料の100％がサトウキビの廃糖蜜でできた「バイオ
マスポリエチレン100％レジ袋」を全戸配布しました。
　「配布をきっかけに環境保全への意識を高めてもらえれ
ば」と内田会長は話しています。

私たちにできること、身近なことから
考えるプラスチックごみ問題

植物由来のレジ袋を町内会員に全戸配布
しました

町会常任委員会にて全戸配布を決定しました

きれいなまちづくり

中原区 木月1丁目町会

川崎区 鋼管通2丁目町内会

街路の家々の前・フェンスを飾る花のプランター
　鋼管通２丁目町内会では、花のプランター配布活動を
行っています。区役所や地元企業から提供を受けたり町内
会独自で季節の花を入手し、家の街路沿いフェンスにプラン
ターが並びます。
　「誰もが安心して住み続けられる街」を目指す活動として
「訪問見守り活動」が 2012年以来取り組まれており、花プラ
ンター配布活動は、その一環として始まりました。朝の水やり
時に登校する子どもたちと「おはよう」「行ってらっしゃい」が
交わされ、夕方の水やりに通りがかりの人と立ち話。街に顔
見知り=相互見守りの輪が広がります。

水やりで交わす挨拶
“相互”見守り活動

毎月10日、25日に行われる見守り訪問。一人
暮らしや高齢者世帯を訪問し、健康状態や
相談ごと、お手伝いごとを聞いています

水やり時に御挨拶。ゆるやか
な相互見守りの輪が花を通じ
て広がっています

役員・有志の手でプランターに花株を植え、
リヤカーへ。町会会員宅に配布して回ります

■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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地域の人々が心豊かに、安らかに暮らせるよう、四季折々の表情にあふれる自然を
育み、きれいで住みよいまち並みをつくることが望まれます。身の回りのごみ対策、
集積所の維持管理や地域住民による資源集団回収、また公園・道路の清掃や美化
など、それぞれの町内会・自治会はきれいなまちづくりに力を入れます。

麻生区 真福寺町内会

多摩区 かりがね台自治会

きれいなまちづくり

「せせらぎの池」の清掃、鳥よけの網張り作業中

花壇が美しい公園は住民交流の場
　かりがね台自治会は多摩区の西北部に位置し、小田急
線読売ランド前駅から坂を登った高台にある地域です。多
方面から移り住んだ方が多く、住民同士の交流の場が必
要との声が上がっていました。
　そこで地域美化活動の一環として、自治会内にある公園
の除草や周辺道路の清掃が始まりました。この活動は、子ど
もから大人まで多くの住民が顔を合わせ、心が通じ合える
大変有意義な場となりました。こうした交流をきっかけに、現
在では夏休みの納涼大会や秋の杉山社の祭礼など、皆が
楽しみにしているイベントも行っております。

子どもから大人まで、住民同士が顔を
合わせる美化清掃

美化清掃には毎回多く
の住民が参加します

こまめな手入れで、きれいな花を咲かせる花壇

水辺がある公園は地域の安らぎの場
　真福寺町内会では、以前からカラスによるごみの散乱被
害が多数報告され、数年かけて90数カ所全ての集積場の
ごみ箱を、旧来のネット掛けからボックスなどに変更しました。
　源内谷東公園にある「せせらぎの池」には鯉・鮒・モロコな
ど数十匹が生息しており、毎週の餌やりや日常の公園清掃
に加え、年４回池の水を全部抜き、ごみや藻などを掃除して
います。
　池の掃除には役員と池周辺に住む多数の男性が参加し
ています。地域の輪が大きくなり町内会運営に大きなプラス
になっています。

町内会のユニークな取り組み、
池の水を全部抜いた掃除活動
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「一緒にやってみよう」から深まる絆
　大ヶ谷戸地区の５町会(上町会、向町会、常陸町会、小
田中町会、東町町内会)では、毎年夏に合同で納涼盆踊り
大会を開催しています。平成15年に「一緒にやったらどうだ
ろう」と自然に始まりました。
　合同で行うことで「各町会の考えを共有でき、コミュニケー
ションや絆が強くなった。」と大ヶ谷戸上町会の原富雄会長
は話します。
　開催当初は各町会で費用を拠出していましたが、今では
地域の一大イベントとして多くの住民に認知され、寄附が集
まるようになり町会の負担が軽減されています。
　会場となる大谷戸小学校の協力や、子ども会が中心と
なって模擬店を出店し、盆踊り大会を盛り上げています。

町会同士の絆を深める５町会合同
「納涼盆踊り大会」を開催！

浴衣姿の町民が夏の夜のひとときを楽しみました

ふれあいのあるまちづくり

中原区 大ヶ谷戸地区

幸　区 南河原地区連合町内会

平成２年に復活した地元の伝統行事
　南河原地区を代表する女躰神社では、毎年８月第３土・日
曜に例大祭が開催され、その重要行事として連合町内会によ
る神輿渡御があります。15基の神輿が集まる景色は壮観で、
地区住民はみなこの日を心待ちにしています。
　この伝統行事は一時期途絶えたことがありました。神輿渡御
をなんとか再開することができないかと、町会役員が集まり何度
も話し合いを重ね、平成２年にようやく６町内会で復活。今では
南河原地区連合町内会ほぼすべての町内会・自治会が参加
しています。
　伝統行事の復活は、神輿を担ぎ地域を巡行することで各
家 に々御神徳を与えてくれるだけでなく、地域の住民がふれあ
い結束させる力にもなっています。

毎年行われる女躰神社例大祭の
神
み

輿
こし

渡
と

御
ぎょ

は地域結束の象徴

仕込みも調理も担当者が和気あいあいと
準備しました

※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています

会場が小学校とあって子どもたち
の参加も目立ちます

神輿を左右に振る勇壮な「ヨコタ」と呼ばれる担ぎ方

威勢のいい声と共に神輿を
担いで大通りを練り歩く

最後は御社殿前にてお祓いを受けます
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子どもからお年寄りまで、人と人とのふれあいが行き交うまち。お祭、盆踊り、
運動会、そして、季節やそのまちならではのさまざまな催しなど、みんなが気軽
に参加できる地域の行事は地域のつながりを強くします。世代を超えて、一つの
テーマや目的に向かう中で、まちや人への思いが生まれます。

多摩区 五反田自治会

宮前区 有馬町会

ふれあいのまちづくり

ゴールデンウィークにはたくさんの
住民が訪れる

多世代交流を目的に企画された地域イベント
　地域の運動会が小学校の改修により実施が困難となり、
その代替として有馬中央公園を会場に企画されたのが「ふ
れあいフェスティバルin有馬」です。「小さな子どもから高
齢者まで誰もが楽しめる交流の場」をテーマに2019年に初
めて開催しました。
　メインステージでは小中学生による演奏やダンスパフォー
マンスが披露され、カフェコーナーやハンドメイド作品の販
売、ちびっこ広場やスポーツ広場等、公園の自然を満喫しな
がら楽しめるコーナーが設定されています。

子どもから高齢者まで楽しめる
「ふれあいフェスティバルin有馬」

鯉のぼりの設置は、住民たちが
半日かけて行っている

たくさんの七夕飾りが川沿いを彩る
七夕の竹の設営は、大人数人
がかりの大仕事

会場の有馬中央公園には
たくさんの方が来場

ステージではパフォーマンスが
繰り広げられる

子どもたちに人気の
スポーツ広場

河川を活用した、ふれあいの場づくり
　五反田自治会では、生田駅の近くを流れる五反田川を活
用して、地域の皆が集う様 な々活動を行っています。2008
年に始まった、ゴールデンウィークの間、川に鯉のぼりを飾る
のもそのひとつ。
　この地区ではマンションが増え、鯉のぼりを家で飾るのは
なかなか難しくなっていました。使わなくなったものを住民らに
寄付してもらい、最初は12匹だったものが最近では100匹
以上となっています。
　また、夏には七夕の飾りつけも行っており、子どもたちが書
いた短冊や老人クラブが寄贈した折り鶴を飾り、地域の風
物詩となっています。

住民が協力して、五反田川に飾る
鯉のぼりは町の風物詩
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自治会長が率先して取り組むZoom会議
　塚越ミレナリータワーズ自治会では、コロナ禍においても自
治会活動を継続させたいとの思いからリモート会議を開始
しました。比較的若い理事が多い管理組合では、いち早く
Zoom会議が導入されていましたが、自治会でも取り入れよ
うと率先して動いたのが今年で80歳を迎える上杉会長で
した。
　「本当は会って触れ合いたい。やはり直接意見を交わす
ことで関係も意見もより深まる。ただ時代に合わせ臨機応変
に対応していくことも必要」と上杉会長。
　令和３年１月定例会からは、コロナ禍での密を避けるた
め、会議室には一部の役員のみで、それ以外のメンバーは
リモートでの参加としました。

時代に即したリモート会議で、
コロナ禍でもしっかり情報を共有

ZOOMを利用した会議の風景

会議で話し合われたテーマ「公園でのボール遊び」

市民と行政の橋渡しとなる「市政だより」「議会かわさき」などの広報紙の配布や回覧だけでなく、町
内会・自治会独自での広報紙、記念誌の発行、Webサイトの立ち上げなどで活動の内容を伝え、町の
声を町内会・自治会や行政に反映させ、地域を活性化しています。

情報を共有するまちづくり

幸　区 塚越ミレナリータワーズ
自治会
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麻生区 高石町会

高津区 千年新町町内会

情報を共有するまちづくり

LINE公式アカウントトーク画面

写真と文章できめ細かな情報を発信
　千年新町町内会ニュースは町内会広報部担当者が中
心となって月に１回、数ページから多いときは10数ページに
達するボリュームで作成・発行し、町内会会員の皆様へ回
覧するとともに町内会ホームページでも閲覧できます。誰もが
読みやすいよう写真も多く取り入れ、明るい話題を盛り込む
等の工夫をしながら、町内会からの連絡事項にとどまらず、さ
まざまな防災、地域情報も提供しています。
　地域情報で取り上げたキングスカイフロントや二ヶ領せせ
らぎ館等についてはニュースを読んだ町内会の方からの反
響もありました。
　50年にわたり町内会長として慕われていた小島恵一会長
（2021年４月逝去)の千年新町町内会ニュースを大切にされ
た思いを受け継ぎ、これからも発行し続けたいと思っています。

連絡事項から連載企画まで、
町内の様々な話題を毎月届けます

2018（平成30）年9月
千年新町町内会ニュース

町会や行政の情報をタイムリーに伝えたい
　高石町会は会員数2,900世帯で麻生区でも大きな規模の
町会と言えますが、ご多分に漏れず高齢化が進む街です。
　しかしながら、昨今は若年層の居住世帯も多い地域と
なっています。
　そこで、2020年10月から回覧板を通じてLINE友だちを
募集したところ、2021年５月現在で587人の友だち登録をい
ただきました。
　町会役員の高齢化によって「役員のなり手もいない、身体
もついてこない町会の仕組みを変えるツールとして、昨年度
から始めた掲示板の設置（現状６カ所）と併せて、回覧板の
廃止を視野に入れながら、行政や防災、各種イベント情報
等の発信を、積極的に進めて行きたいと考えています。

イベント情報から防災まで、
高石町会が公式LINEを始めました

現在、千年新町町内会ニュースの編集
を担当している山本副会長兼広報部長
（右）と三浦総務部長（左）

高石町会のキャラクター

2021年5月の千年新町町内会
ニュースには急逝された小島恵一
会長が「町内会長のつ・ぶ・や・き」
として長年にわたり、町内会
ニュースに寄稿されてきた文章の
一部が掲載されました
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交通安全絵のコンクール
　4月になると、期待で胸をふくらませた新入学児童が小
学校に登下校をはじめます。地域にとっても大変喜ばしい
光景である一方、７歳児の交通事故件数は毎年全国的
にも大変多く、新入学児童の交通安全の意識づけは重
要な課題となっています。
　川崎区では、交通安全対策協議会や交通安全母の
会等が実行委員会をつくり、平成26年から川崎区新入学
児童「交通安全絵のコンクール」を開催。区内小学校に通
う新入学児童が交通安全をテーマに思い思いの絵を描
き、交通安全を学ぶ大変よい機会となっています。区内を
走る市バス、臨港バスの協力を得て、子どもたちの全作品
を展示しています。
　地域の将来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、
地域一丸となって交通安全啓発に取り組んでいます。

絵のコンクール立ち上げに関わった
島田潤二区連合町内会会長（当時）
「交通事故により子ども達の夢が
断たれることがあってはいけない」と
想いを語ります

絵のコンクール
表彰式の様子

地域、家庭、学校が一体となって
子どもたちを交通事故から守ります

交通安全の絵を載せて走ります

令和２年度
金賞受賞作

川崎区 交通安全対策協議会・
交通安全母の会

交通事故のないまちづくり
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高津区 久地第２町会

交通事故のないまちづくり

「おはようございます」、「行ってらっしゃい」、「行ってきます」の明るい声が響きます

クラブメンバー集合写真。久地第２町会の栗田町会長、
久地いきいきクラブの斉藤会長を中心に和気あいあいと
活動しています

押しボタンを押して信号が変わるのを待つ小学生に
優しく丁寧に声掛けをしています

和気あいあいと通学路の交差点で毎朝実施中
　久地第２町会の高齢者を中心に構成される老人クラブ
「久地いきいきクラブ」は平成20年４月に設立されました。
　クラブの活動内容は定例会の他、地域の清掃、ラジオ体
操、卓球、映画会等々、多岐にわたっていますが、クラブ設立
当初から川崎市立高津小学校と西高津中学校の通学路
上にある久地かすみ提沿いの２カ所の交差点で交通整理
を実施しています。
　交通整理はクラブのメンバーが交代で朝7時30分から８
時30分まで、学校の休みを除く月曜日から金曜日に天候に
かかわらず毎日行っています。
　交通整理を行っているときには、メンバー間で和気あいあ
いと連携を取りながらドライバーへの丁寧な対応も欠かすこ
となく、幼稚園児・保育園児から小学生・中学生はもとより、近
隣にお住いの方や通勤する皆さんともあいさつを交わして
地域の絆を深めています。

「おはよう」のあいさつが地域の絆を
深める、朝の交通整理

近年の都市環境において、交通事故から人々を守る
ことは、避けて通ることのできない大きな課題です。
川崎市の各町内会・自治会でも、子どもやお年寄り
をはじめ、一人でも多くの人々を交通事故の危険か
ら守るため、地域ぐるみのさまざまな工夫と地道な
努力で安全活動を行っています。

※掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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■川崎市の姿
川崎市は神奈川県の北東部
に位置し、横浜市と多摩川を
挟んだ東京都と隣接していま
す。市内を縦断する形でJR
南武線が通り、南武線と交
差する形で5つの私鉄が横断
し交通の便がとても良いまち
といえます。

■川崎History
川崎市の誕生は大正時代にまでさかのぼります。
川崎市の歴史を振り返ってみましょう。

■川崎アラカルト
川崎にはたくさんのNo1があります。
日本初・日本一などいくつご存知でしたか？

●日本で最初の途中駅
1872年（明治5年）の鉄道開業（横浜－新橋間）に先
立ち、仮開業していた横浜－品川間の途中駅として、
神奈川駅(現在は廃駅)と川崎駅が開設されました。
川崎駅は日本初の途中駅となったのです。

●日本初の常設サーキット場
1936年（昭和11年）多摩川河川敷に日本初の常設
サーキット場「オリンピア・スピードウェイ」が完成しま
した。「多摩川スピードウェイ」とも呼ばれたこのサー
キットには３万人収容のスタンドも作られました。

●日本初の女性消防吏員
1969年（昭和44年）２月、川崎市消防局で全国で初
めて12人の女性消防官（現在の呼称は消防吏員）が
誕生しました。主婦や老人、子どもに防火・防災教育
を行うなど大活躍したそうです。

●人口増加率が一位
政令指定都市に東京都区を含めた21大都市の中
で自然増加比率が、1986年（昭和61年）から34年
間連続一位。人口増加比率は政令指定都市の中
で2014年（平成26年）から６年連続で一位でした。
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年
年
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年
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年

年
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年
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年
年
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川崎町・御幸村・大師町合併、川崎市誕生
（人口48,394人）
全国初工業用水道完成
川崎大空襲、市街地焼失
市営バス営業開始
市人口50万人突破
川崎市公害防止条例施行
政令指定都市へ移行
（川崎・幸・中原・高津・多摩の５区誕生）
100万人目の市民誕生
全国初の環境アセスメント条例施行
高津・多摩区の分区により、
宮前区・麻生区が誕生（７区制）
川崎地下街アゼリア誕生
市民オンブズマン制度実施
東京湾アクアライン開通
市人口130万人突破
ミューザ川崎シンフォニーホール開館
（市制80周年）
市人口140万人突破
JR横須賀線武蔵小杉駅開業
川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム開館
殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」
まちびらき
市人口145万人突破
JR南武線小田栄駅開業
市人口150万人突破

●面積（2021年9月27日）
144.35平方キロメートル
（東西約31km、南北約19km）

●人口（2021年４月１日）
人口／153万9,946人
男性／ 77万5,927人
女性／ 76万4,019人

（2020年一年間）
出生／1万2,939人（一日平均35人）

市民の花／つつじ

市民の木／つばき

事
典
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川崎区は、東海道五十三次の宿場町である旧川崎町、川崎大師平間寺の
門前町である旧大師町、企業で働く人々の住宅地であった旧田島町の

３地区で構成され、昭和47年の区制施行で誕生しました。同じ年、７地区町連
が連携し、安心して暮らせる地域づくりを推進するため、川崎区連合町内会
が発足。まもなく50年を迎えようとしています。
　多摩川スカイブリッジの開通など臨海部での拠点整備や大規模共同住宅
の開発等により多くの住民が流入するなか、町内会・自治会に求められる役割
は非常に大きなものとなっていると感じています。
　私たちは、地域の実情に即したきめ細やかな対応や住民同士の見守りや
支え合い、思いやりを育む環境づくりに取り組んできました。
　新型コロナウイルスの影響により、対面による地域活動が難しい今、地域に
根差したさまざまな取り組みにより培われた人と人とのつながり「地域の輪」が
支えとなっています。今後も各地区町連の連携を強化し、地域の力で安心
して暮らせる地域づくりを推進してまいります。

幸区町内会連合会は昭和47年の区制施行により、御幸支所管内であった
御幸地区町内会連合会、本庁管内であった南河原地区町内会連合会、

そして中原支所管内であった日吉地区町内会連絡協議会の三つの連合会
組織が一つにまとまり発足し、令和３年４月現在、71の町内会・自治会で構成
されています。
　幸区は、令和２年度の町内会・自治会加入率が 65.2％と７区のうちでもっと
も高く、また昨年実施された区民アンケートでは、82.4％の方から「幸区は
住みやすい」との声をいただいております。人口の増加が続く幸区において、
このような評価をいただいたことは各町内会・自治会長をはじめとする地域
の皆様による地域に根付いたこれまでの着実な活動が実を結んだ結果であ
り、この場をお借りして感謝申し上げます。
　当連合会は、これからも人と人とのつながりを大切にしながら、今後も多種
多様な個人間の結びつきの場を支援し、お互いが支え助け合える街づくりを
推進し、この街に住む皆さんがいつまでも住み続けたいと思ってもらえる
「ふるさと　さいわい」を目指してまいります。

人と人とのつながりを大切にする街に

いつまでも住み続けたい「ふるさと  さいわい」

川崎区連合町内会

会長　間 宮 鉦 二

幸区町内会連合会
会長　中川　潔

各区会長あいさつ
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原区町内会連絡協議会は、小杉・大戸・住吉・玉川・丸子の５地区で構成
され、現在75町内会・自治会が加入しています。武蔵小杉駅周辺の再開

発などにより区内への人口流入が進み、現在人口は26万人、世帯数は13万世
帯を超え、市内で最も人口が多い区となっており、今後もますますの発展が
見込まれます。中原区は多摩川や等々力緑地、地域観光資源の「住吉ざくら」
などの豊かな自然環境に恵まれ、等々力陸上競技場や市民ミュージアムなど、
スポーツ・文化の拠点としても大変魅力的なまちでもあります。各町内会・
自治会では、町内会合同での祭りや運動会など様々な行事を活発に開催し、
連携を取りながら良好な地域コミュニティの形成に取り組んでおり、また
交通安全対策や自主防災組織活動なども熱心に行っています。今後も知恵を
出し合いながら町内会同士で協力し、地域関係団体とも連携して「安全・安心
なまちづくり」に取り組んでいきたいと思います。

高津区は川崎市のほぼ中央に位置し、商業施設が多く集まり活気があり
ながら、多摩丘陵の緑と多摩川の水辺など豊かな自然にも恵まれて

いるまちです。また、国登録有形文化財の「二ヶ領用水久地円筒分水」や市で
初めて国史跡に登録された「橘樹官衙遺跡群」など歴史的資産も点在して
います。昭和47年の高津区誕生以降、人口の大幅な増加や区の中心である
武蔵溝ノ口駅周辺の開発、交通網の発達など大きな変化を経て、今なお発展
し続けています。
　この高津区の中で、現在107の町内会・自治会からなる高津区全町内会連合会
は相互のふれあいと連帯を深めながら住民自治の発展に取り組んでいます。
また、令和元年東日本台風による浸水被害や新型コロナウイルス感染症の
拡大など、予測不能な困難に直面する中でも、日頃のさまざまな活動を通じて
培った「高津一丸」の姿勢をもって地域全体で乗り越える力を発揮して
います。この先の10年間も誇るべき団結力で魅力あふれるまちづくりに取り
組んでまいります。

知恵を出し合い、連携した取り組みを！

高津一丸で魅力あふれるまちづくり

高津区全町内会連合会
会長　瀧 村 治 雄

中原区町内会連絡協議会
会長　内 田 治 彦
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宮前区全町内・自治会連合会は、昭和57年の宮前区誕生とともに宮前地区
連合町内会と向丘地区連合自治会とでスタートし、現在は区内68の

町内会・自治会が加入しています。
　宮前区は、東急田園都市線の開通などを契機に、郊外住宅地として開発が
進む一方、公園や緑地、農地なども多く、穏やかな住環境と豊かな緑を併せ
持つ魅力あるまちとして発展してきました。
　一方で、近年では、高齢化の進展や核家族化、大規模災害の発生等により、
地域のつながりづくりが大きな課題になっており、町内会・自治会が取り組む
地域活動が益々重要になっていると感じているところです。
　このため、当会では、多世代の交流やつながりを促すイベントなどを行い、
顔の見える関係づくりに向けた取組を積極的に進めてまいりました。
　今後も、顔の見える関係づくりが地域に安心や信頼を育み、子どもや孫の
世代が「住んで良かった」と言えるまちとなるよう、地域の皆様と手を取り
合って活動を続けてまいります。

多摩区町会連合会は、川崎市が政令市となった昭和47年に多摩区町会
連合会連絡協議会として誕生し、10年後の昭和57年の分区により、

稲田町会連合会と生田地区町会連合会の２つの町会連合会により新たに
編成されました。
　多摩区では、豊かな自然や歴史・文化などの地域資源を活用したまちづく
りや安全で安心なまちづくりなどが進められています。
　こうした事業推進とともに、当連合会としては、各種団体との緊密な協働
のもと、町内会・自治会相互の連携を深め、人と人とのつながりを大切 にし、
地域のふれあい活動や青少年の健全育成、地域の美化活動、防災や防犯
活動など様々な活動を行っています。
　地域をより元気に活性化させるために、地域の皆様が、町会活動にご参
加いただき、力を合わせて、暮らしやすく心の触れ合える明るい住みよいま
ちづくりに、 一層の努力をしてまいりたいと考えております。

次世代が安心して暮らせるまちづくりを目指して

地域の交流を深め、きずなを高めあうまちへ

宮前区全町内・
自治会連合会
会長　持 田 和 夫

多摩区町会連合会
会長　濃 沼 健 夫

各区会長あいさつ
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麻生区は、昭和57（1982）年７月に、多摩区から分区し、誕生しました。当
時、麻生区町会連合会には 71町会が加入し、柿生・麻生東地区に分かれ

て活動をしておりましたが、平成元年に麻生区町会連合会に一本化され、令
和３年４月現在で、107町会・自治会、約４万８千世帯で組織されるようになり
ました。
　麻生区は、川崎市の北部に位置し、文化・芸術のまちづくりが多彩に展開
され、芸術イベントが豊富なことや、良好な住環境のもとに豊かな緑や農地
などの自然に恵まれていることが大きな魅力です。また、令和12（2030）年ごろ
には、横浜市営地下鉄３号線が新百合ヶ丘駅まで延伸されることとなりました
ので、さらに利便性も増し、これからも大きく発展していくことを期待します。
　麻生区町会連合会は、これからも住み良い街づくりに向け「顔の見える関係
づくり」を進め、日頃の環境美化の取り組みや防犯・防災などの安全安心な
まちづくりへの活動に当たり、課題解決に向けた情報交換や連携などで相互
協力ができればと考えております。

安心安全で住み良いまちを目指して

麻生区町会連合会
会長　宮 野 敏 男
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みんなでつなごう！地域の輪

川崎区

■大好きな地元が
　これからもよき故郷でありますように
　川崎区連合町内会は、中央・渡田・大島・大師・小田・田島
中央・臨港の７地区町連、90町内会で組織され、まもなく発
足50年を迎えます。地域の核となりそれぞれの特色を活かし
たまちづくりを進める
とともに、安心して暮
らせる地域づくりに
一丸となって取り組
んでいます。

■ずっと大切にしたい。
　顔の見える、笑顔のお付き合い
　川崎区連合町内会では、新春を迎える
にあたり、毎年区内のお世話になった
方々や関係各種団体の皆様等をお招きし、賀
詞交換会を開催しています。参加者は例年300人を超え、住
みよいまちづくりのため、地域での親交を深めています。
　令和3年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受
け、一堂に会しての宴は見送り、各地区町連の紹介や御来
賓、関係団体の皆様の御挨拶、御名前を掲載した冊子を
作成する「誌上賀詞交換会」を行いました。
　対面による地域活動が難しい中、新しい生活様式のも
と、工夫しながら地域の皆様と連携・協働しながら活動を
進めています。

青少年指導員と高校生でつくりあげる熱いライブ～かわさき市民祭りにて～

川崎区DATA 川崎区history

人　口 232,560人
 （男）124,953人　（女）107,607人
外国人 16,586人 (令和３年３月31日現在)
出　生 1,575人 (令和２年１月～12月)
死　亡 2,374人 (令和２年１月～12月)
世帯数 124,105世帯
面　積 40.25㎢
店舗数（小売業） 1,283店(平成28年6月1日現在)
公園数 130カ所

町内会・自治会の組織状況
加入世帯数 62,738世帯
団体数 90
加入率 50.6％
100世帯まで 5団体
1,000世帯まで 69団体
2,000世帯まで 14団体
2,001世帯以上 2団体
※特記がないものは令和３年４月１日現在 1972（昭和47年）～

★川崎市政令指定都市へ移行
1986（昭和61年）～

・川崎区制施行
・川崎区内各地区連合町内会の親
睦を図ることを目的に、川崎区連
合町内会が誕生した

・川崎駅地下街「アゼリア」オープン
・川崎能楽堂開館
・中国式庭園「瀋秀園」開園

◆構成図

90町会川崎区連合町内会
中央地区連合町内会

渡田地区町内会連合会

大島地区連合町内会

大師地区町内会連合会

小田地区町内会連合会

田島中央地区町内会連合会

臨港地区連合町内会

27町会

9町会

8町会

25町会

8町会

5町会

8町会
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す。訓練をきっかけに、顔見知りが増え、あいさつが広がり、ふ
れあう機会が増え、地域のつながりが強くなる…高齢者や子
どもたちの見守りの輪が広がっています。

■美しく住みよいふるさとを目指して
　川崎区では、美しく住みよいまちづくりを進めるために、美
化運動実施川崎支部を組織し、各地区の特色を活かした
活動を行ってい
ます。
　多摩川美化活
動や市内統一美
化活動などで、各
種団体や企業
市民とともに区内
の清掃活動を実
施しているほか、大師地区では花いっぱい活動としてフラワー
アレンジメント講習会や園芸教室を実施。田島地区では地域
住民や地元企業の労働組合の参加により田島クリーンアップ
大作戦を行っています。

■おなかの底から元気にあいさつ
　笑顔の花を咲かせます

　小田地区では、地域と小学校が協力しあい、あいさつを増
やすことで顔の見える関係を築き、防犯と地域住民の交流、子
どもの育成などを目指しています。
　あいさつ会議で話し合いを重ね、あいさつキャラクターと
スローガンを決定。あいさつキャラクター「あいさつ、えんぴつ
くん」、スローガン「あいさつ・笑顔・うれしいね」のもと、グッズ
を作成し、地域のさまざまな
イベント等で啓発活動を展
開しています。
　あいさつ運動があいさつを
するきっかけとなり、顔見知りの
関係が広がりました。町内会の
団結力や絆が深まっています。

■地域をつなぐ スポーツのチカラ
　川崎区スポーツ推進委員会は、地域の方を対象とした、ス
ポーツ大会の運営やスポーツの指導を行っているスポーツ
推進のための団体です。
　年齢・性別を問わず、障害のある方でも気軽に楽しむこと
ができる「ボッチャ」「カローリング」の普及に取り組み、多様性
の理解を深め、パラムーブメントを推進しています。
　また、毎年運営に携わっている町内会対抗の男子ソフト
ボール大会、女子バレーボール大会は真剣勝負。秋には、子
ども会や企業市民と連携し、パワフルかわさき区民綱引き大
会を開催し、熱戦が繰り広げられています。

■大災害に備えたまちづくり
　～子育てを安心してできる地域を目指して～

　いざという時に備え、自主防災組織連絡協議会が中心と
なり、各町内会間の連携を図っています。
　大島地区連合町内会では、10年以上前に合同防災訓
練を開始しました。近年では地元の中学校や近隣マンション
との連携を深め、地域一体となった取り組みに発展していま

パワフルかわさき
区民綱引き大会の様子

カローリング体験の様子

合同防災訓練の様子

1993（平成5年）～ 2016（平成28年）～2012（平成24年）～ 2020（令和２年）～現在

・区のシンボルマーク決定
・「川崎ハローブリッジ」完成
・市役所第３庁舎完成

・区制40周年を記念して「区の花（ひ
まわり・ビオラ）」「区の木（銀杏・
長十郎梨）」を制定
・殿町国際戦略拠点「キングスカイ
フロント」まちびらき
・東海道かわさき宿交流館開館
・市内初の公立中高一貫教育校
「市立川崎高等学校及び附属中学校」
開校

・ＪＲ南武線新駅「小田栄」駅開業
・川崎市スポーツ・文化総合センター
 （カルッツかわさき）開館
・ＪＲ川崎駅北口通路、北改札供用
開始

・市内初の水族館「カワスイ」オープン
・京急大師線連続立体交差事業 地下
化運行を開始。「産業道路駅」が「大
師橋駅」に駅名変更

★掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています

多摩川美化活動の様子

あいさつキャラクター
「あいさつ、えんぴつくん」
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キン
グスカ
イフロント

キン
グスカ
イフロント

殿町国際戦略拠点殿町国際戦略拠点

　

川風が心地よい散歩コース

商業・工業・観光と多彩な顔をもつ川崎区。
そこで暮らす会員自らがお気に入りの場所を紹介します。

キングスカイフロントは、地元代表として開発当初か
ら関わってきました。それもあって毎日の散歩コースに

なっています。最新技術で作った橋や羽田空港、生まれ育った地元の
景色を見ることができる川沿いの遊歩道は、私のお気に入りの場所です。

川崎区
鬼 塚　 保  さん
息 才 久美子さん

川
崎
区

髙
橋
和
夫
さ
ん

新しい橋
の名前が

「多摩川
スカイブ

リッジ」に

決まりまし
た。

最
高
15
メ
ー
ト
ル
ま
で
吹
き
上
が
る

噴
水
広
場
の
シ
ョ
ー
噴
水
は
、

夜
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
も
さ
れ
て
必
見
で
す
よ
。

※

現
在
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
休
止
中
で
す

わたしの街並わたしの街並ブックマークブックマーク

川崎駅の東側に位置する川崎区。
時代を超えて、同じ場所に立ってみれば
街の景色の移り変わりが見えてくる…。

時間旅行

川崎区
1952年市内を走るトロリーバスの姿 （神奈川新聞社撮影）

トロリーバスと並んで走っていた京急は
現在、高架橋になっています

リニューアルされた公園は、
じゃぶじゃぶ池広場や大型
滑り台が子どもたちに大人
気です

『トロリーバス』
昭和26年に導入された東日本初のトロリーバス。臨海部へ
通勤する人々にとって重要な交通手段になっていました。
始発駅は小美屋デパート（現・川崎DICE）前。日立造船
まで走る市民に愛された交通機関でした。令和の時代なら
エコ・カーとしても評価されたと思います。 （藍原晃さん）
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チネチッタ通りチネチッタ通り
商
店
街

商
店
街

桜川公園桜川公園
桜に囲まれた緑の広場です

イタリアを思わせる
　　　憩いの商店街

桜本2丁目町内会も60周年を迎えました。江戸時代、防波堤
を築いて新田開発し、祭り広場で地域の活性化を図りました。
現在は、他国文化共生の「おうひん春の祭り」として新たに
スタート。次世代へと受け継がれています。

街を愉しんで非日常を感じてもらえる空間、それが
チネチッタ通り商店街の最大の魅力だと思います。
駅からも近く、趣のある街路樹やベンチなど憩いの
場としても人気です。ハロウィンイベントを始め、特
色のあるイベントを随時開催しています。

川崎区
小泉茂造さん

旧川崎市電の車両が展示されていたり、
複合遊具があったり、子どもたちにも人気があるんですよ。

『小田公園』
地域で何年も話し合いを重ね、公園のリフレッシュを実施。
遊具や広場、花壇などみんなで検討しました。じゃぶじゃぶ池
は、思う存分水遊びができる夏の人気スポット。園内には、
大きなスライダーや噴水もあって、いつも子どもたちや家族が
楽しんでいます。 （荒金嘉昭さん）

1973年頃の様子
（神奈川新聞記事より）

現在の渡田向町
商店街の様子

昭和20年頃の渡田小売市場は
木造平屋建てに21店舗が店を
連ねていた

『渡田マーケット』
コンビニやスーパーがない時
代、たくさんのお店が通路の
両脇に連なり、活気あふれる
公設市場。魚屋さん、八百屋
さん、花屋さんから日用品ま
で何でも揃いました。みんな
が集まっているので、出かけ
るのが楽しみでした。

（小宮忠行さん）

コンクリートの山がシンボルだった2010年頃
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「心ふれあう ふるさと さいわい」を目指したまちづくり

幸　区

■特色ある3つの地区連合体
　幸区町内会連合会は、南河原地区、御幸地区、日吉地区
の3つの連合会（協議会）で構成されています。
　南河原地区は、JR川崎駅西口から国道1号線に向かっ
て広がるエリアで、川崎駅周辺の再開発に伴って高層マン
ションや大型商業施設、オフィスビルなどが林立しています。
昔と比べて街並みは劇的に変化し、お互いのつながりが希
薄になりがちですが、地域においては、地元のお祭りや様々
な行事による交流が人と人とをしっかりとつなぎ、世代が変
わっても昔と変わらず、お互いに強く結びついています。
　御幸地区は、明治17年に明治天皇が小向梅林に行幸
（外出されること）したことから御幸村と名が付き、現在の幸区
の地名の由来ともなった地区です。代 こ々の地で暮らしてきた
住民も多く、今でも脈 と々地域のつながりが強く残っています。

また、3,500戸を超える圧倒的なスケールで構成された河原
町団地もこの地区にあります。
　日吉地区は、区制が敷かれる前から住み続けている住民
が多いエリアと、近年、新鶴見操車場跡地や工場跡地等の
再開発によって建設された大型マンション群へと移り住んで
きた住民が急増しているエリアが共存し、町内会・自治会など
の活動を通じてお互いの交流を図るなど非常に良い関係を
構築しています。ま
た市内唯一の動
物園（夢見ヶ崎動
物公園）では、身近
に動物を観察する
ことができる貴重な
観光スポットになっ
ています。

第39回幸区民祭り（令和元年）には12万人を超える区民が来場。中央舞台で披露されるパフォーマンスの他、パラムーブメントコーナー、キッズコーナーや露店など
大盛況の２日間となりました（現在はコロナ禍のため休止中）

幸　区DATA 幸　区history

人　口 170,871人
 （男）86,480人　（女）84,391人
外国人 5,485人（令和３年３月31日現在）
出　生 1,697人 (令和２年１月～12月)
死　亡 1,505人 (令和２年１月～12月)
世帯数 80,219世帯
面　積 10.09㎢
店舗数（小売業）696店(平成28年6月1日現在)
公園数 99カ所

町内会・自治会の組織状況
加入世帯数 53,650世帯
団体数 71
加入率 66.9％
100世帯まで 0団体
1,000世帯まで 55団体
2,000世帯まで 16団体
2,001世帯以上 0団体
※特記がないものは令和３年４月１日現在

動物園の人気者　レッサーパンダ

1961（昭和36年）～ 1971（昭和46年）～
★川崎市政令指定都市へ移行

・御幸警察署（現・幸警察署）が設置
・南武線川崎河岸線が廃止

・河原町団地１号棟が完成
・川崎市が政令指定都市となり幸区が
誕生
・夢見ヶ崎動物公園が開園
・南武線川崎河岸線跡に
さいわい緑道を設置
・石川記念武道館が開館
・幸文化センター（市民館・図書館）が
開館
・横須賀線の新川崎駅が設置
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■伝統と活気にあふれるスポーツ大会
　幸区ではスポーツを通じた健康の増進と、交流の場となる
機会の創出に取り組み、これまで多くのふれあいの輪を築い
てきました。
　町内会・自治会から選出された幸区スポーツ活動連合振
興会、幸区スポーツ推進委員会、幸区青少年指導員連絡
協議会の各メンバーが中心となり毎年開催する各種スポー
ツ行事の企画運営にあたっています。
　特に「幸区リレーカーニバル」は、誰でも気軽に参加するこ
とができる競技種目をリレーに限定し競い合うというもので、昭
和48年開催の第1回大会以来、長きにわたり子どもから大人
まで幅広い世代に親しまれてきた幸区独自のスポーツ大会
です。令和元年に開催された第四十七回大会には約900人

もの選手が参加し、競技の勝敗や参加者同士の交流など、
それぞれの目的を胸に全力でゴールまで駆け抜けました。
　また、リレーカーニバルの他にも様 な々スポーツ大会が催
され、第1回大会から半世紀という節目を迎える町内会対抗
男子ソフトボール大会・女子バレーボール大会を始めとして、
幸区ランニング大会、グラウンドゴルフ大会など多くの大会が

代々受け継がれて毎年大きな盛り上がりをみせています。
　各地区町連でも様 な々スポーツ大会を個別に開催し、ス
ポーツを通じて住民同士の親睦を深めています。さらに、南
河原地区町内会連合会では、新たな取組としてボッチャ大
会を取り入れるなど、常にチャレンジ精神を忘れずに取り組み
を進めています。

■これからの「ふるさと  さいわい」
　近年、産業構造の変化に伴い、幸区内における産業の中
心を担っていた工場などの移転が進み、その跡地に大規模
な集合住宅などが建設され賑わいを見せています。また、研
究開発部門などの都市型産業の立地が進み、平成12年に
は慶應義塾大学の研究施設K2（ケイスクエア）タウンキャン
パス、平成15年にはかわさき新産業創造センター（KBIC）
が開設されました。
　さらに、平成16年にはミューザ川崎シンフォニーホール、平
成18年にラゾーナ川崎プラザ、令和3年にはカワサキデルタ
がオープンし、区のランドマークとして親しまれています。
　また令和3年1月には幸区ソーシャルデザインセンター（ま
ちのおと）が鹿島田駅前にオープン。町内会・自治会活動に
関わりの少ない若い人たちにも地域活動へ目を向けてもらう
きっかけとして、世代を超えた交流が期待されています。
　幸区町内会連合会では、これからも変化・発展し続けるま
ちの形に柔軟に対応しながら、そこに暮らす人々の安心・安
全を守り、災害時など困難な状況下においてお互いに助け
合いができる、ずっと住み続けたいと思えるようなまちづくりを
推進します。また、お祭りやスポーツイベントなどの地域行事
を通じ住民相互のつながりを醸成するとともに、これまで各町
内会・自治会が行っ
てきた防犯・福祉等
の地道な活動を支援
し、「心ふれあう　ふる
さと　さいわい」を目
指し取組を進めてい
きます。

町内会屈指の歴史を誇る
スポーツイベントは
半世紀を迎えました

リレーに特化した幸区独自のスポーツ大会は世代を超えて親しまれている

支えあう体制づくり「ご近所支え愛事業」

1981（昭和56年）～ 2001（平成13年）～1991（平成３年）～ 2011（平成23年）～現在

・新鶴見操車場が廃止
・幸スポーツセンターが開館
・川崎駅東西自由通路が開通

・市立看護短期大学が小倉に開校
・K2(ケイスクエア)タウンキャンパスが
新川崎に設立

・日吉合同庁舎が完成
・かわさき新産業創造センターを開設
・ミューザ川崎シンフォニーホールが
開館
・ラゾーナ川崎プラザがオープン

・東芝未来科学館が開館
・幸区役所新庁舎オープン
・まちのおと（さいわいSDC）が
オープン
・KAWASAKI　DELTA
 （カワサキデルタ）がオープン

★掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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川崎競馬場練習馬場川崎競馬場練習馬場（
多
摩
川
河
川
敷
）

（
多
摩
川
河
川
敷
）

馬の息づかいまで感じられる場所

加瀬山の緑を
守り続けて12年
長年、ボランティアで加瀬山
の樹木管理を行っています。
どこも気に入っているけど、子
どもの頃いっぱい遊んだ中央
広場は特に思い出深いなぁ。
これからも幸区に残る貴重な里
山を守っていきたいですね。

朝になると厩舎を出たサラブレッドたちが、車道を渡って多摩川
河川敷にある練習馬場に行くんですよ。こんなに間近でサラブレッド
を見られるところは他にはないでしょうね。練習風景も迫力満点で、
わざわざ遠くから見に来る人もいるみたいですよ。

子
ど
も
の
頃
か
ら
見
慣
れ
て
る
け
ど
、

あ
の
躍
動
感
は
や
っ
ぱ
り
圧
巻
だ
よ
ね
。

幸区
佐野　昇さん

サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
が
走
る

わたしの街並わたしの街並ブックマークブックマーク
多くの地区と隣接し河川に囲まれた幸区。
そこで暮らす会員自らがお気に入りの場所を紹介します。

JRの駅が4つもある幸区。
時代を超えて、同じ場所に立ってみれば
街の景色の移り変わりが見えてくる…。

時間旅行

幸　区
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行きかう人々も
時代と共に変化した

『御幸公園』
梅林の名所として知られた御幸公園は、もともとは平地
だったらしいんですが、木々が生い茂って治安があまり良
くない時代がありました。そこでリニューアルしたのが
現在の姿です。約220本の梅や野球場、芝生広場があり、
憩いの場になっています。 （金井弘年さん）

1950年当時の御幸公園

整備されたグラウンドには野球場もある



物
公
園（
加
瀬
山
）

物
公
園（
加
瀬
山
）

ラゾーナ川崎プラザラゾーナ川崎プラザ

夢見ケ崎動夢見ケ崎動

自宅から200mの
　　お散歩コースです
平成18年にオープンして以来の常連です。一人の時も
あれば、妻と二人で、あるいは孫たちと、相手や場面
を選ばず楽しめるのがここの魅力。ルーファ広場を散
策して、カフェに寄るのが私のリラックスタイムです。

ラ
ゾ
ー
ナ
川
崎
プ
ラ
ザ
の
な
か
を
抜
け
る
の
が

現
役
時
代
の
帰
宅
経
路
で
し
た
。

食
品
売
場
で
は
誘
惑
に
負
け
て
、

つ
い
つ
い
買
い
過
ぎ
ち
ゃ
っ
た
よ
。

幸区
岩澤達夫さん

幸区
成川七郎さん

ガキの頃はよく悪さをしたけど、今は守るほうになっちゃった。
子どもたちが元気に遊んでいる姿を見るのが大好きだよ。

現在では高層ビルが立ち並ぶ

昭和59年頃の川崎駅西口周辺

『川崎駅西口周辺』
ここ30年で川崎駅西口は大きく変
貌を遂げましたが、空中写真で見
ると一目瞭然です。昭和59年当時
は一棟もなかった超高層ビル、大
規模商業施設が立ち並び、変化し
ていないところを探すほうが難し
いですね。 （片倉隆さん）
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昭和30年代の鹿島田駅前付近

『鹿島田駅前付近』
鹿島田駅前に鹿島大神祭礼の山車が繰り
出し、助産所、パーマネント、風呂桶屋など
の看板が昭和３０年代当時の賑わいを感
じさせます。現在、写真正面跡地にコワー
キングカフェ「鹿島田DAYS」がオープン
しています。 （佐々木靖二さん）



発展を続ける「歴史と緑豊かなまち中原」

中原区

■中原区町内会連絡協議会の活動
　中原区町内会連絡協議会は、現在75の町内会・自治会
で組織され、区内を小杉・大戸・住吉・玉川・丸子の５地区で
構成しています。平成初期から始まった再開発で武蔵小杉
駅周辺には高層マンション群が建設され、世帯数、人口とも
に市内７区で一番多い区に発展しました。
　新規住民に対しては、地域の防災・防犯・交通安全・福祉・
環境美化など、普段の暮らしに密接した町会活動への参
加の呼びかけを行い、地域に関心と興味を持ち、安全で安
心して暮らし続けられるまちづくりの実現を目指し活動をして
います。
　また協議会では、町会活動に必要な知識の向上、町会活
動の普及啓発による参加・加入促進を図ることを目的として
「防災講習会」を開催しています。

　参加者は町会役員をはじめ一般参加も募り、毎回多くの
方 に々参加いただき、たいへん好評をいただいています。
　中原区の特徴のひとつに、昭和47年に結成した「中原区
町内会婦人部連絡協議会」の存在があります。町内会の婦
人部長相互の連絡協調を図り、親睦を深めることを目的とし
て発足した婦人部連絡協議会は、中原区町連とともに区民
祭をはじめとして各方面で活躍しています。
　中原区町内会連絡協議会では、今後も引き続き行政や

交通アクセスに恵まれた中原区は、都市機能・商業施設、公共広場を兼ね備えた住みやすい地区です。再開発により成長著しい武蔵小杉駅周辺には
タワーマンションが林立しています

中原区DATA 中原区history

人　口 264,684人
 （男）134,104人　（女）130,580人
外国人 6,020人(令和３年３月31日現在)
出　生 2,751人 (令和２年１月～12月)
死　亡 1,615人 (令和２年１月～12月)
世帯数 136,078世帯
面　積 14.81㎢
店舗数（小売業）　989店(平成28年6月1日現在)
公園数 103カ所

町内会・自治会の組織状況
加入世帯数 83,766世帯
団体数 75
加入率 61.6％
100世帯まで  3 団体
1,000世帯まで 33団体
2,000世帯まで 32団体
2,001世帯以上 7団体
※特記がないものは令和３年４月１日現在

講師の説明に真剣に聞き入る防災講習会の参加者

1961（昭和36年）～ 1971（昭和46年）～

★川崎市政令指定都市へ移行

・等々力緑地内に陸上競技場が完成
・多摩沿線道路が開通

・政令指定都市となり中原区が誕生
・中原市民館が開館
・第１回中原区民祭を開催
・区民懇話会が発足
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関係団体と緊密な連携を図り、町内会・自治会間の情報交
換や連携を深めながら、活気ある町内会活動に取り組んで
いきます。

■スポーツ活動を通して健康増進と親睦を深める
　中原区では２つの大きなスポーツイベントを開催していま
す。ひとつは、スポーツ推進委員と青少年指導員、子ども会の
協力のもと、多摩川ハーフマラソンコースを使用した中原区
民多摩川ロードレース「マイペース大会」。そしてもうひとつ
が等々力緑地内催し物広場を使用してドッジボール大会及
びスポーツラリーを実施する「中原区民総ぐるみスポーツ大
会」です。
　平成30年の開催でマイペース大会は45回目、総ぐるみ
スポーツ大会は43回目を迎え、区民から長年親しまれている
中原区の恒例行事として定着しています。（令和元・２年度
は開催中止）総ぐるみスポーツ大会で行われるドッジボール
大会では、小学生男子と女子、成年女性の部に分かれ各部
門で優勝を競い合い、マイペース大会では例年500名を超
える区民ランナーの参加があります。

　これらのスポーツイベン
トは、区民の健康増進や
体力増強を図るとともに
相互親睦を深めることを
目的として開催しています。
（中原区民総ぐるみスポー
ツ大会は、令和３年度の開

催からリニューアルし、とどろきアリーナを会場に様 な々スポー
ツ体験ができる「中原スポーツまつり」として開催予定です。）

■地元を愛し絆を深める魅力あるまちづくり
　中原区では、明るく住みよい町づくりを目指すため、美化
運動実施中原支部により多摩川美化活動や市内統一美
化活動のほか、独自の取り組みとして毎年３月に「クリーング
リーンなかはらキャンペーン」を実施しています。
　このキャンペーンは「中原をきれいな街に」を合言葉に、
平成16年度から区内の各町内会・自治会、公立小学校、

団体及び企業に参加を呼びかけ、期間中のイベントとして
「駅前清掃キャンペーン」及び「花いっぱい教室」を実施。
多くの区民の参加により美化活動及び緑化活動を推進し
ています。
　また、区内では、住吉観光協会による「住吉ざくら さくら
祭り」と新丸子阿波おどり実行委員会及び丸子多摩川観
光協会による「新丸子阿波おどり」が開催されています。
　住吉ざくらは、区内を流れる渋川沿いに、地元有志によっ
て昭和26年に植樹されたことが始まりで、平成８年には
「かながわの花の名所100選」にも選出され、神奈川県でも
有数の桜の名所となっています。
　新丸子阿波おどりは、新丸子駅周辺の商店街で多摩川
丸子連による演舞を中心に行われます。地域環境美化や
伝統・文化関連イベントが、地元住民によってしっかりと引き
継がれて行われることは、新たに住まわれた方 を々含む全
ての住民の皆さんに地域への愛着を持っていただくことに
も繋がるため、
今後も魅力
あふれるまち
となるよう地
域一体となっ
て取り組んで
いきます。

コンテナガーデンづくりを
学んだ「花いっぱい教室」

パレードや演奏も行われる
「住吉ざくら　さくら祭り」

勝敗や記録よりマイペースで走ることが
目的の「マイペース大会」

町内の秋の風物詩「新丸子阿波おどり」

1981（昭和56年）～ 2001（平成13年）～1991（平成３年）～ 2011（平成23年）～現在

・中原平和公園が開園
・総合自治会館が開館
・東急東横線新丸子駅が高架に
・市民ミュージアムが開館
・JR南武線
 （武蔵小杉～第３京浜間）高架完成

・区のシンボルマーク決定
 （区制20周年）
・国際交流センターが開館
・とどろきアリーナが開館
・区の花がパンジーに決定
 （区制25周年）
・新丸子橋が開通

・「なかはらの歌」ができる
  （区制30周年）
・東急東横線元住吉駅が高架に
・中原市民館が移転、新たに開館
・JR横須賀線武蔵小杉駅が開業

・武蔵小杉駅東口駅前広場が完成
・区の木がモモに決定
 （市制90周年）
・等々力陸上競技場がリニューアル

★掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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中原区と高津区の境にある江川沿いの散策コース、それが江川せせらぎ遊
歩道です。桜や菖蒲といった季節の花が咲き、小鳥も集まって来る地元でも
人気の場所です。子どもの頃は泳いだこともありますが、今は健康維持のた
めにウォーキングをしています。皆さんも健康維持のためにいかがですか？

江川せせらぎ遊歩道江川せせらぎ遊歩道

四季を問わず楽しめる憩いの遊歩道

中原区
佐野啓子さん

中原区
松原清一さん

コースの途中には遊具や
休憩所があるんだけど、
足裏刺激の健康歩道は、
特にオススメですよ！

雨
で
も
濡
れ
ず
に
観
戦
で
き
る
ん
で
す
！

サ
ッ
カ
ー
競
技
場
は

市
民
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ム
や
ス
ポ
ー
ツ
広
場
な
ん
か
も
あ
っ
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誰
も
が
楽
し
め
る
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で
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ひ
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び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

雨
で
も
濡
れ
ず
に
観
戦
で
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る
ん
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い
。

わたしの街並わたしの街並ブックマークブックマーク
都心部や横浜へのアクセスに恵まれた中原区。
そこで暮らす会員自らがお気に入りの場所を紹介します。

街並の発展が著しい中原区。
時代を超えて、同じ場所に立ってみれば
街の景色の移り変わりが見えてくる…。

時間旅行

中原区
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現在の医大通りはビルが林立し
病院も屋根の一部分しか見えない

『
モ
ト
ス
ミ
・
ブ
レ
ー
メ
ン
通
り
商
店
街
』

昔
は
個
人
経
営
の
お
店
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
現
在
は
チ
ェ
ー
ン
系
の
お

店
が
増
え
て
い
ま
す
。
平
成
に
入
っ
て
す
ぐ
の
頃
、商
店
街
全
体
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
て
元
住
吉
駅
西
口
商
店
街
か
ら
現
在
の
名
前
に
変
り
ま
し
た
。
地
元

の
方
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
地
区
か
ら
も
多
く
の
方
に
来
て
い
た
だ
い
て
ま
す
。

（
平
本
保
さ
ん
）

昭和30年代の商店街は、まだクルマが走っ
ていた

約１８０店舗が集まる商店街は人通りが絶えない



等々 力緑地等々 力緑地
川崎市国際交流川崎市国際交流

今はサッカーの応援に
夢中です！

私たちの“KIAN”
（川崎市国際交流センター）

平日でも子供の声が聞こえるような人気の公園な
んですよ。私も子どもが小さい頃はよく遊ばせて
いました。今は普段は夫婦で散歩したりしています
が、フロンターレの試合がある日は必ず応援に行
きます！フロンターレ大好きです！ 中原区

藤倉エルダ・ベアトリスさん

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

子
ど
も
向
け

英
会
話
教
室
を
担
当
し
て
、

と
っ
て
も
楽
し
い
。

時
間
を
過
ご
し
ま
し
た

外見はmysterious（ミステリアス）な
建物ですがエントランスに入ってみ
ると広い！様 な々講座、セミナー、イ
ベントが開催され、外国人だけで
はなく日本人向けのものも。こんな
にナイススペースを使用でき、何で
も教えてくれるスタッフもいて、とっ
てもattractive（アトラクティブ）な
施設ですよ！

昭和35年に拡幅され、
今ではなくてはならない橋に

リヤカーが見えると一台が渡り切るまで
反対側は待機していた

『ガス橋』
東京にガスを供給するため、昭和6年に二本
のガス管を設置したのがガス橋です。当時は
木造の狭い橋で、人、自転車、リヤカーしか
通れませんでした。戦後の一時期、薪代わりに
一部の床板が剥がされ、渡る際に恐怖で足が
竦みました。 （草薙貞夫さん）
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『新丸子の医大通り』
新丸子地区は大正時代に電車の駅が出来たことで発展し
始めました。しかし大空襲によって甚大な被害を受け写真
のような焼け野原に…。その後は駅前にはショッピングモー
ルが出来たり、ビルがあちこちに立ち並び現在の姿になり
ました。 （尾木孫三郎さん）

コンクリート造りの日本医科大学だけが焼け残った
終戦直後の姿



みどりと歴史と人のつながりが自慢

高津区

■高津愛を深める地域行事への参加
　高津区では町内会・自治会が参加して開催される大規模
な行事が数多くあります。中でも代表的なものが高津地区、
橘地区それぞれの「お祭り」です。
　「高津区民祭」は昭和49年高津区納涼祭として開催され
て以来、既に48回を数えています。大山街道沿いを中心に、
高津地区連合町内会の各町会長も参加する江戸時代に
盛んだった「大山詣（まい）り」の習慣を再現した「納太刀（お
さめだち）」行列やお神輿、万灯などを楽しみに大勢の区民
が集います。
　昭和55年に川崎市民プラザの完成をきっかけに始まった
「橘ふるさと祭り」は地域の融和と連帯を深め、「明るい住み
よい豊かな町づくり」と「魅力あふれる郷土の創造」を目的に、
川崎市民プラザで開催されています。出演枠の調整が必要

になるほど参加希望者が多い、人気の演芸大会は各町内
会・自治会から選りすぐりのグループが参加し、朝から晩まで
得意のダンスや歌を披露し、会場を大いに沸かせます。
　新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年、３年と残

円筒分水スプリングフェスタには桜と菜の花が咲く中、地域の人々が春の一日を楽しみに大勢集まります

高津区DATA 高津区history

人　口 234,436人
 （男）116,346人　（女）118,090人
外国人 5,302人 (令和３年３月31日現在)
出　生 1,973人 (令和２年１月～12月)
死　亡 1,541人 (令和２年１月～12月)
世帯数 114,544世帯
面　積 17.10㎢
店舗数（小売業）　679店(平成28年6月1日現在)
公園数 129カ所

町内会・自治会の組織状況
加入世帯数 66,580世帯
団体数 107
加入率 58.1％
100世帯まで 17団体
1,000世帯まで 69団体
2,000世帯まで 16団体
2,001世帯以上 5団体
※特記がないものは令和３年４月１日現在 1961（昭和36年）～ 1971（昭和46年）～

★川崎市政令指定都市へ移行

・川崎市政令指定都市移行に伴い
  高津区誕生
・第１回高津区民祭開催
・第1回橘ふるさと祭り開催

・岡本かの子文学碑が二子神社境
 内に建立
・田園都市線、溝の口駅から長津田
 駅まで開通
・東名高速道路東京～厚木間完成
 同時期、尻手黒川道路の一部も完成
・高津支所（現大山街道ふるさと館）が  
 新庁舎（現てくのかわさき）へ移転

橘ふるさと祭り

42　川崎市全町内会連合会創立60周年記念誌



念ながら両地区ともに開催中止となりましたが、高津区の夏
の風物詩として区民が心待ちにしているイベントです。

■スポーツを通じた地域交流
　高津区ではスポーツを通じた地域交流も盛んです。
　「親子運動会」は地域のより大きな連帯の輪と、次世代を
担う青少年の健全育成を目的に高津地区、橘地区で開催し
ています。今年、高津地区は56回、橘地区は53回を迎える
この運動会には、家族での参加者も多く、幼児から高齢者ま
で各町内会・自治会ごとにまとまって熱戦を繰り広げます。

　運動会当日に向けて数カ月前から本番さながらに事前練
習を行ったり、当日の応援合戦、抽選会を楽しみに参加する
等々、取り組み方、楽しみ方は町内会・自治会ごとに異なりま
すが、秋空のもと世代を超えて一体感を得る貴重な機会と
なっています。

　秋のスポーツといえばソフトボールやバレーボールなどもあり
ます。高津区のソフトボール大会は区大会に先立ち、高津地
区、橘地区でそれぞれ予選大会が行われ、各地区の予選を
勝ち上がった強豪チームで区のナンバーワンを決定します。
　男女ともに予選を勝ち上がったチーム同士での試合は、
毎試合終了まで目の離せない熱戦が繰り広げられます。勝
敗はもとより、世代を問わず、ともに汗を流し一生懸命にプレー
をすることで、健康増進だけでなく大会を通じた新たな出会
いも生まれるなど、スポーツを通じて地域の連帯感が高まり、
高津のコミュニティの輪が広がっていきます。

■一体感を醸成する大規模防災訓練
　高津区の１年を語る上で欠かせないのが、高津地区、橘
地区それぞれで開催する「防災訓練」です。
　いざという時に、区内の各関係団体が一体となって災害
に立ち向かうための連携と協力体制の充実を図るために実
施しているもので、両地区ともに約800人もの参加者が一堂
に会する大規模な訓練です。
　この防災訓練は、高津地区では平成14年から、橘地区は
昭和52年からと歴史も古く、ここで参加者が得た知識や技
術を持ち帰り、それぞれの町内会・自治会で行う実践的な防
災訓練の際に還元する好循環が生まれています。

橘地区防災訓練

★掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています

1981（昭和56年）～ 2001（平成13年）～1991（平成３年）～ 2011（平成23年）～現在

・行政区再編で高津区から宮前区が
 分区
・高津図書館が旧立正学園小学校
 跡地に新築移転

・高津区役所新庁舎（現庁舎）が
 下作延清掃局事業所跡地に竣工
・千年伊勢山北遺跡発掘調査で
 古代橘樹郡跡の倉庫とみられる
 遺跡が発見される
・久地円筒分水が川崎市で初めて
 の国登録有形文化財に登録

・高津区下作延に子ども夢パーク
 オープン
・たちばな古代の丘緑地公園オープン

・高津区制40周年
・橘樹官衙遺跡群が川崎市初の国史
 跡に指定
・南武線武蔵溝ノ口駅が「CO2フリー
水素エネルギー」を活用した「エコ
 ステ」モデル駅としてリニューアル

高津地区親子運動会

高津地区ソフトボール大会予選開会式
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津田山公園には、川崎市地域文化財として決定さ
れた2つの石碑があります。ひとつは玉川電気鉄
道の社長を務め「津田山」という地名の由来にも
なった、津田興二の功績を称えた記念碑。隣には
昭和初期の総理大臣、犬養毅が書いた碑があり
ます。散策の折にでも立ち寄ってみてください。

津田山公園の石碑津田山公園の石碑

津田山の歴史が
ひっそりと、
ここに佇んでいます

東日本大震災の後、何か出来ないかと始めたのがこのイベント
でした。最初は市販の小さな鯉のぼりから始めて、今では
無地の鯉のぼりを子どもたちに配り、描いてもらったものも
泳がせています。協力して設営したり表彰があったりと、
地域交流の場にもなっています。

下作延平瀬川流域下作延平瀬川流域

地域の絆
「平瀬川に鯉が舞うプロジェクト」高

津
区

佐
藤
義
雄
さ
ん

高津区
林  久緒さん

なぜ犬養毅が「津田山」と

調べているんですが謎なんです。
書いてくれたのか、

テ
ー
マ
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

Ｇ
Ｗ
に
は
ぜ
ひ
見
に
来
て
く
だ
さ
い
ネ
。

子
ど
も
た
ち
に
故
郷
を
つ
く
ろ
う！
を

わたしの街並わたしの街並ブックマークブックマーク
豊かな自然と商業施設が充実した高津区。
そこで暮らす会員自らがお気に入りの場所を紹介します。

市の中央に位置する高津区。
時代を超えて、同じ場所に立ってみれば
街の景色の移り変わりが見えてくる…。

時間旅行

高津区
上作延周辺は景色が一変し

住宅が立ち並んでいる

44　川崎市全町内会連合会創立60周年記念誌

『JR武蔵溝ノ口駅前』
子どもの頃、駅前の線路に沿っ
て建っていた旭ストアの2階に
住んでいました。汽車が通るた
びに地震のように揺れ、窓から
は煙が入って来ました。ロータ
リーの手前にはお店の他に交番
とドーム型の図書館があって、
ソロバンや書道の手習いに通っ
ていたのを想い出します。

（境野勝之さん）

『上作延・下作延』
昭和39年オリンピックの頃、身代り不動
尊周辺から向ヶ丘付近まで上作延、下作延
を含め平らに埋め立てたのが現在の姿で
す。元は起伏の多い地域で、谷間や尾根が
あって、私が子どもの頃は沢に蟹が住んで
いたりしたんですよ。今では想像できない
くらい田舎でしたね。 （榎本澄子さん）

昭和30年代頃までは斜面には芝生があり子どもたちが遊んでいた



高津区市民高津区市民

桜がきれいでお花見にはたくさんの人が集ま
ります。鳥や魚がいてイベントもあって、とて
も楽しいところです。私も両親と自転車で来
たり、お友だちと遊んだりしています。コロ
ナ禍で来られない人たちのために描いた絵
が、作品展で優秀賞をいただきました。

みんなに見せてあげたい
円筒分水

ここは、たちばなふれあいの森、春日台公園の
2つのエリアに分かれていて、森には雑木林、竹林、
沢があり蛍の放流などを行っています。春日台公
園には桜の木々 や子どもたちが遊べる芝生の広場、
グラウンドがあり、菜園体験教室なども開催して
いるんですよ。

仲間と一緒に活動しています！
（高津区市民健康の森を育てる会）

高津区
佐々木小雪さん

森で間伐した竹で作った

置いてもらっています。
消臭炭は区役所のトイレにも

恥ずかしいけど嬉しいです。

※「第54回高津地区子ども会作品展絵画（小中学生の部）優秀賞 高津地区連合町内会会長賞」受賞

高津区
宮寺貞文さん

高津区子ども会連合会70周年記念誌の表紙にも採用されました。

円
筒
分
水

円
筒
分
水

健
康
の
森

健
康
の
森二ヶ領用水久地二ヶ領用水久地

区切りの年に披露される野菜の「宝船」。
平成28年にはついに100回目を迎えた

昭和40年代、今年の野菜の出来を楽しみに、
地域の人たちが久末小学校に集まる

『久末の農産物品評会』
大正５年に始まった久末の農産物品評会。久
末小学校を会場に、地元農家が手塩にかけた
野菜を出品します。まちの風景も変わり、農家
の減少で継続が危ぶまれた時代もありました
が、一世紀に渡りこの地で続いてきた冬の一
大行事です。 （藤田和男さん）
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道路が拡張されビルが立ち並ぶ
JR武蔵溝ノ口駅前の様子



ご近所と笑顔であえるつながりを

宮前区

■多世代交流イベント
　「みやまえご近助ピクニック」の開催
　地域コミュニティの希薄化という全国的な課題に対して
「多世代が出会い、知り合い、交流する場が今こそ必要な
のではないか」と考え、宮前区全町内・自治会連合会は地
域の様 な々主体が出会い・つながる機会として、多世代交
流イベント「みやまえご近助ピクニック」を開催しました。
　初めての開催となった令和元年度は、「フロンタウンさぎ
ぬま」を会場に、防災展示・体験、マルシェ、飲食販売などが
軒を連ねました。マスコットキャラクターとの写真撮影や、スタ
ンプラリーを楽しむ家族や世代を超えた人で溢れ、参加者
の笑顔が輝くイベントになりました。
　身近な交流の場で育まれたゆるやかなつながりが、子ど
もや高齢者の見守り、災害時の助け合いといった地域の支

え合いに大きな役割を果たします。これからも、住民・企業・
行政が一体となって、ゆるやかなつながりを育む場を作り上
げ、豊かで暮らしやすい宮前区を目指していきます。

子どもからシニアまで、多世代が楽しく交流できる「みやまえご近助ピクニック」はご近所のつながりで運営され、地元の活動や魅力を発見できるイベントです

宮前区DATA 宮前区history

人　口 233,842人
 （男）113,377人　（女）120,465人
外国人 3,972人 (令和３年３月31日現在)
出　生 1,786人 (令和２年１月～12月)
死　亡 1,686人 (令和２年１月～12月)
世帯数 103,032 世帯
面　積 18.60㎢
店舗数（小売業）　497店(平成28年6月1日現在)
公園数 205カ所

町内会・自治会の組織状況
加入世帯数 61,691世帯
団体数 68
加入率 59.9％
100世帯まで 14団体
1,000世帯まで 39団体
2,000世帯まで 4団体
2,001世帯以上 11団体
※特記がないものは令和３年４月１日現在

みやまえご近助ピクニック（救命講習）

・川崎駅前広場に地下道開通・駅前
  高架線開通
・市人口80万人突破
・宮崎台・宮前平・鷺沼駅ができる

・政令指定都市へ移行（川崎・幸・
  中原・高津・多摩の5区誕生）
・川崎市公害防止条例施行
・100万人目の市民誕生

1961（昭和36年）～

●区誕生以前の川崎市 ●区誕生以前の川崎市
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■「ご近助マスク」による
　コロナ禍でのつながりづくり
　令和２年度は、コロナ禍により町内会・自治会活動が大幅
に制限されました。しかしイベントが実施できない代わりに、
「いまだからできることを」と、「みやまえご近助ピクニック」を
通じて培ったつながりを活かし、地域貢献として手作りマス
クの寄附活動に取り組みました。
　「この時期だからこそ人とのつながりを大切に、多世代で
の顔の見える関係を育んでいく」という趣旨を発信し、手づ
くりマスクを「ご近助マスク」と名付けました。
　また、更につながりが広がるよう、マスクには“みやまえご
近助ピクニック”のオリジナルタグを付けました。こうした工夫
で「つながり」が目で見える仕組みとなり、近所で会ったらす
ぐわかるようになりました。
　700枚の宮前区民の手づくりマスクが申込開始わずか７
日間で募集終了と大好評で、冬には第２弾750枚の寄附活
動も実施しました。

■コミュニティカフェによる地域の居場所づくり
　宮前区では、自治会館や個人の自宅等を使用したコミュ
ニティカフェが盛んで、50を超えるカフェが地域で開催され
ています。例えば、100名を超える参加者で認知症に関す
る悩みを相談されるカフェや、雛人形・五月人形等を飾る古
民家でのカフェ、専門職の講話やボランティアの方によるイ
ベントを行うカフェ、コロナ禍を踏まえたリモートでのカフェな
どが開催されています。

　町内会・自
治会でもさま
ざまなカフェ
を開催してい
ますが、向丘
出張所では、
町内会・自治
会、団体、行

政等が協力し、
地域のつながりと
顔の見える関係
づくりを促進する
ためのカフェ「む
かおかフェ」を定
期的に開催して
います。
　お茶を飲みながら参加者同士の会話を楽しんでいただ
いたり、ハンドメイド作品の展示のコーナーを設けるなど、毎
回さまざまな趣向を凝らし、参加者が楽しく交流し、地域の
居場所となるよう取組を行っています。

■ご近所情報サイト
　「みやまえご近助さん」での情報発信
　令和２年に開設された宮前区ご近所情報サイト「みやま
えご近助さん」で、町内清掃や緑化活動、防災教室などの
町内会・自治会の活動情報を積極的に発信しています。
　こうしたホーム
ページによる情報
発信を通じて、子
育て世代を中心
とした若い世代
が町内会・自治会
活動に関心を持
ち、地域のイベン
トや活動に気軽に参加するきっかけとなるよう取り組んでい
ます。
　また、「みやまえご近助さん」では、町内会・自治会が自ら
情報発信するほかに、子育て世代目線での地域活動の取
材・記事執筆等を担う９人の「ご近助コンシェルジュ」と連携
した情報発信も行っています。「ご近助コンシェルジュ」に、
実際に町内会・自治会活動を見たり体験してもらい、子育て
世代ならではの実感や感想が記事となることで、同世代の
共感を生み出し、身近な地域への関心を高めていきたいと
考えています。

区民が一枚ずつ
手づくりした
「ご近助マスク」

ふらっと大塚

みやまえご近助さん（WEBサイト）

むかおかフェ

1981（昭和56年）～ 2001（平成13年）～1991（平成３年）～ 2011（平成23年）～現在

・高津区より分区され宮前区が発足
・宮前区役所が開設
・宮前市民館・図書館が開設
・宮前市民館菅生分館が開設

・宮前区シンボルマークを制定
・宮前区キャッチフレーズ
 「人が好き 緑が好き まちが好き」
 を制定
・区の木 サクラ、区の花 コスモスを
 制定
・鷺沼行政サービスコーナーが開設

・カッパーク鷺沼が開設
・宮前スポーツセンターが開設
・宮崎台駅前に電車とバスの博物館
 が開館
・アリーノ（有馬・野川生涯学習支援
  施設）が開設

・区制30周年キャラクター「宮前
  兄妹」が誕生
・橘樹官衙遺跡群が国史跡に指定
・鷲ヶ峰遺跡出土品が市重要歴史
  記念物に指定
・宮前区役所・市民館・図書館の
  鷺沼駅周辺への移転の方針を策定

★掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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直線距離にすると意外と近いのに、ぐるっと遠回りしなければ行かれ
なかった、たまプラーザまでのバス路線は、地域ではずっと望まれて
いました。これが出来たことで、買い物や
通院などとても便利になりました。

たまプラーザ～向ヶ丘遊園駅たまプラーザ～向ヶ丘遊園駅

乗り換え無しで2駅を結ぶバス路線
宮前区
中山武志さん

宮前区
山田正勝さん

バ
ス
路
線

バ
ス
路
線

地域の仲間と毎朝、
自由参加のラジオ体操をしています。
始まる前には清掃活動をする

メンバーもいて、
防犯にも役立っていると思っています。
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わたしの街並わたしの街並ブックマークブックマーク
起状に富んだ地に文化遺産が点在する宮前区。
そこで暮らす会員自らがお気に入りの場所を紹介します。

東名高速の ICがある宮前区。
時代を超えて、同じ場所に立ってみれば
街の景色の移り変わりが見えてくる…。

時間旅行

宮前区
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桜の季節には多くの人が
花見に訪れる

『馬絹交差点』
交差点付近は、昔はカメガヤ・スト
アーがあるくらいで、人通りは多く
はありませんでした。徒歩や自転車
での買い物客が多かったようです。
後に7つの店舗が馬絹マーケットに
加入し、やがて商店会ができました。
今は、幹線道路が交差する場所の
ため、交通量が多くなっています。

（目代鉄男さん）

昭和56年頃、既に店舗が増え、交通量も多い
（神奈川新聞社撮影）

写真右側は現在共同住宅の
工事中となっている



ふるさとふるさと神木公園神木公園

永年の思いが実った
地域の架け橋

宮前区
石川　閣さん

南
平
橋

南
平
橋

過去に一度中止になったことがあるんで
す。でも分断されている南平台をひとつ
に、という思いで平成26年に対市要望
を提出。令和2年にやっと完成したのが
「ふるさと南平橋」です。生活道路とし
て、災害時の避難路として必要不可欠
なとても大切な橋です。

きれいで安心できる
街の中の公園
遊具を中心に公園全体をリニューアルをし
たばかりで、子どもから高齢者まで誰も
が利用しやすい公園に生まれ変わりまし
た。ベンチなども増えて、いつも賑わって
いますね。広々 とした園内は空が大きく見
えて、早朝は特に気持ちが良いですよ。
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跡地に出来たカッパーク鷺沼には
人気のフットサル場もある

昭和43年頃、駅前のプールには地元以外からも多くの
人が訪れ賑わった
（提供：「プールの夏」川崎市市民ミュージアム所蔵）

『夏の鷺沼プール』
５種類のプールがある市内最大の鷺沼プールは、最盛
期には「帰りの電車の切符を先に買ってからプールに
行け」と言われたほど大人気でした。現在は、教育・
福祉・運動等の複合施設「カッパーク鷺沼」に生まれ
変わりました。 （持田和夫さん）
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『平瀬川流域』
昔は川が細く雨が降るとすぐ溢れて床上浸水
するような状態でした。それを解消したのが
平瀬川です。整備の後に人が降りられるよう
変更し、憩いの場としても親しめるよう、河
津桜、ソメイヨシノ、牡丹桜と咲く時期が異
なる桜を植え地域で景観を守っています。

（杉田進さん）

2008年頃の平瀬川の様子



水と緑と学びのまち ～うるおい豊かな住み続けたいまちへ～

多摩区

■多摩区町会連合会の活動
　多摩区の人口は都市化により年々増加しており、昭和57
年には、世帯数約５万６千、人口は約14万６千人でしたが、
現在は、世帯数は約11万５千、人口は約22万３千と増加し
ています。かつては「多摩川梨」の栽培で農村地帯として
の景観を多く残しておりましたが、都心への交通手段に恵
まれていることもあって、都市化が進んでいます。
　しかし、現在でも多摩川や二ヶ領用水、生田緑地などの
自然環境が残っており、また、よみうりランドなどのレジャー施
設や区内には大学が立地するなど若者も多く、多摩区は
魅力あふれる地域資源の豊かなまちとなっています。
　多摩区内では88の町内会・自治会が活動しており、
「稲田町会連合会」と「生田地区町会連合会」の２地区の
連合組織があり、区として「多摩区町会連合会」があります。

今年度は、各地区の町会連合会がそれぞれ 60周年を迎
えるため、記念行事や式典を実施する予定です。
　各町内会・自治会では、自分たちの住むまちをより良くして
いこうと、これまで先人が培ってきた美化活動や防犯、防災
などの活動や区全体とし
ては、生田緑地で毎年区
民祭を開催するなど、様々
なイベントも行ってきました。
　今後もこれらの活動を引
き継ぎ高めながら、一人ひ
とりがうるおいやあたたか
な地域のつながりを身近に
感じ、これからも住み続け
たいと実感できるよう活動
を進めていきます。

毎年、秋に生田緑地で開催される「多摩区民祭り」は、多くの人で賑わう多摩区の一大イベント。約70店の展示や飲食店の他、パレードや音楽・ダンス、
アトラクションなど多くの催しが実施される（現在はコロナ禍のため休止中）

多摩区DATA 多摩区history

人　口 222,510人
 （男）113,235人　（女）109,275人
外国人 4,806人 (令和３年３月31日現在)
出　生 1,878人 (令和２年１月～12月)
死　亡 1,600人 (令和２年１月～12月)
世帯数 114,644世帯
面　積 20.39㎢
店舗数（小売業）　688店(平成28年6月1日現在)
公園数 136カ所

町内会・自治会の組織状況
加入世帯数 58,100世帯
団体数 88
加入率 50.7％
100世帯まで 30団体
1,000世帯まで 42団体
2,000世帯まで 11団体
2,001世帯以上 5団体
※特記がないものは令和３年４月１日現在

豊かな自然が残る二ヶ領宿河原堀

・「稲田町会連合会」
  「生田地区町会連合会」が発足
・よみうりランド開園
・日本民家園開園

・多摩区の誕生に伴い「多摩区町会
  連合会連絡協議会」が設立
・青少年科学館が開園
・第１回「多摩区民祭」が開催される
・多摩川美化活動開始

1961（昭和36年）～ 1971（昭和46年）～

★川崎市政令指定都市へ移行
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■スポーツ活動には多くの区民が参加
　多摩区では、ソフトボール大会、バレーボール大会、運動会
など多くのスポーツイベントを開催しています。
　さらに近年は、誰でもスポーツに参加できるよう、お年寄りや
障がいのある方でも気軽にスポーツが楽しめるユニカール、
ボッチャなどのニュースポーツの体験会も実施するなど、様々
な種目に多くの区民が参加して活動をしています。
　スポーツ行事の企画運営には、町内会・自治会はもちろん、
多摩区スポーツ推進委員会、多摩区青少年指導員連絡協
議会、子ども会、各地区のスポーツ活動振興会など、各種団
体が関わっており、スポーツを通じて区民相互の連携と地域
の活性化を推進しています。
　その中でも区民体力テストやふれあいウォーキングは、長
年にわたり行われており、健康増進に役立つ活動となって
います。
　平成25年度からは、お隣の東京都稲城市と連携して
ウォーキングイベントを開催しており、こちらにも多くの方が参加
しています。

■「顔見知り」を増やす、

　地域包括ケアシステムの推進
　多摩区では、各町内会・自治会で地域包括ケアシステム
の取り組みを行っています。
　その中でも、ほっとできる身近な居場所でつながる、支え
あう試みとして、各地域でカフェを立ち上げており、地域の

方が気軽に参
加して交流で
きる場となって
います。
　カフェでは、
近隣の方や会員

の知人を講師としてお招きし、落語、民謡、シャンソンなどの
催しを企画しているところもあります。終了後には講師と一緒
にお茶を飲みながら交流する時間を大切にすることで、
カフェの中で知り合いが増えると参加者に喜ばれています。
　これらの活動を通じて、お互いを気にかけ、見守り、助け
合う「つながり」が生まれています。
　その他、地域ケアの取り組みとして、地域住民が健康づく
りのために公園体操を行っている町内会・自治会が多くあり
ます。体操の前後に自治会から地域の情報を聞いたり、ご
近所さんとお話ししたりすることで仲間づくりや地域の交流
の場になっています。

■地域防災の取り組み
　近年は台風などの異常気象が多くなっています。多摩区
は多摩川などの河川や丘陵地が多いことから、水害や土
砂災害から地域を守るための活動を行っています。
　防災については、町内会・自治会を中心に自主防災組織
が作られ、日ごろから災害に備えた訓練の実施や啓発活
動の推進を行い、地域の防災力向上に努めています。
　また、大規模な災害が発生した場合に備えて、地域ごと
にある避難所の運営や訓練等について、避難所運営会
議を通じて関
係機関と連携
した取り組み
を日ごろから
行っています。

稲城市との連携ウォーキング事業

楽しく仲間が増やせる地域カフェ

真剣な眼差しで被災者救命訓練を行う参加者

1981（昭和56年）～ 2001（平成13年）～1991（平成３年）～ 2011（平成23年）～現在

・分区に伴い新たに
 「多摩区町会連合会」となる
・二ヶ領用水親水計画開始

・菅連絡所開所
・「多摩区自主防災組織連絡協議会」
  を立ち上げ
・多摩区役所総合庁舎開庁

・向ヶ丘遊園閉園
・多摩区の人口が２０万人に達する
・川崎市立多摩病院が開院

・多摩スポーツセンター開館
・藤子・F・不二雄ミュージアム開館
・生田出張所新庁舎開庁

★掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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多摩川河川敷多摩川河川敷

枡形山展望台は子どもが小さな頃よ
く遊びにつれて行きました。広大な
敷地には岡本太郎美術館、バラ園、
日本民家園の他、プラネタリウムなど
人気のスポットが点在しています。
四季折々 にイベントが開催され、いつ
来ても楽しめるオススメの場所です。

何度も来たい、
　楽しさ満載の
　　　緑地です

多摩川沿の会社に勤めていた頃は、陸上部の練習で河川敷をよ
く走ってました。住むようになってからは、散歩をしたり町会の催し
や多摩川花火大会見物など愉しんでます。大学陸上部の練習コー
スにもなっているようで、河川敷は地域の皆に親しまれてますよ。

風薫る多摩川の河川敷を満喫

わたしの街並わたしの街並ブックマークブックマーク
緑の景観とアートに満ちている多摩区。
そこで暮らす会員自らがお気に入りの場所を紹介します。

緑地や農地が多い多摩区。
時代を超えて、同じ場所に立ってみれば
街の景色の移り変わりが見えてくる…。

時間旅行

多摩区
京王線の多摩川橋梁の河川
敷には当時の塀が残っている

『稲田堤の桜（菅野戸呂付近）』
日清戦争戦勝記念として植えた桜が評判となり、桜の名所として大正時代から賑わっていたそうです。当
時はワイヤーを張った渡し船があり、水が少ない時期のみ橋が架けられていました。菅渡船場の碑や桜の
木 、々塀など当時の姿を偲ば
せるものが残っています。
 （石井潔さん）
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地域づくりの拠点を目指し
建て替えられた新庁舎

大正11年頃、塀に区切られた歩道は桜見物の人々で賑わった



妙楽寺のあじさいと妙楽寺のあじさいと
散
策
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ー
ス

散
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コ
ー
ス

多摩区
石垣恵美子さん

４時間弱の「長尾の里めぐり」。
見どころも多く、季節の花 が々目を楽しませてくれます。
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妙楽寺のあじさいを愛でながら
　　　　　　  「長尾の里めぐり」
「長尾の里 あじさい寺」で親しまれている「妙楽寺」境内には、28種類
約1,000株のあじさいの花があり、毎年花の見ごろとなる6月の3
週目には「あじさい祭り」が行われます。近年は地域の方以外の来
場者も多く賑わっています。

多摩区
瀧澤由美子さん

交通量が増え高架になり、
参道の鳥居が小さく見える

登戸の渡し船が廃止になった
昭和27年頃の津久井道

『津久井道の登戸稲荷社』
多摩水道橋が完成し世田谷町田線も開通、その
頃になると都心部や川崎に勤める人が増え現在
のように発展しました。それ以前は登戸に渡し船
があり、稲荷社の周辺も田畑が広がる田舎町で
した。写真中央の藁を集めて作った正月のセイノ
カミも毎年見られたそうです。 （森田忠正さん）
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『多摩区役所生田出張所』
明治2年に最初の役場が出来て以来、今年完成した新庁舎
で5代目という歴史ある役場です。昭和20年代頃は近くの
川でドジョウが捕れたり蛍が飛んでいたりと、のどかな村でし
た。県道の開通や団地ができ、人口が増えて役場に求められ
る役割も変わってきています。 （吉田輝久さん）

昭和3年頃の庁舎の門柱には
「橘樹郡生田村役場」と書かれている



長く住み続けたい「あいさつ あふれる あさお」

麻生区

■町会長・自治会長を対象とした研修会
　麻生区では、町会・自治会の会長職は男性が圧倒的に多
く、全体の８割を占めています。年齢構成は、会社を退職し
てから会長職に就く方が多く、60歳代から70歳代の方が
約７割。在職年数は就任１年目が５割以上で全体的に短い
傾向にあり、会長職についても何も分からないまま１年が
たってしまったという声も聞かれます。
　そのため、新任の町会長・自治会長を対象にした研修会
を年１回開催しています。研修は、町会・自治会の規約作成
方法や役員（班長）マニュアル作成方法などを中心に、町
会・自治会の法人化（認可地縁団体化）や民生委員児童委
員の組織と活動といった内容で実施。高齢化対策と災害
時要援護者避難支援制度について、防災の取り組み、防犯
活動や防犯カメラの管理運用基準についてなど、区内の状

況や課題に応じて内容を変更してます。
　また、町会長・自治会長会議も開催しており、活動時の個
人情報の取り扱いや法律的な注意点の他、区内の道路整
備状況、町会・自治会運営や区の概要についてなどを知る
良い機会となっています。中でも「町会・自治会活動の法律
問題～個人情報保護法を中心に～」と題して、講師として
弁護士の方をお招きする講座は、大変、好評で質問が絶え

ない状況になっ
ています。
　このように、町
会長・自治会長
が抱えている
課題などを事
例に挙げる会
議や研修会は、

麻生区の地域資源、禅寺丸柿の広報マンとして平成 26 年にデビューした禅寺丸柿キャラクター「かきまるくん」。様々なイベントで活躍しています

麻生区DATA 麻生区history

人　口 181,043人
 （男）87,432人　（女）93,611人
外国人 2,997人 (令和３年３月31日現在)
出　生 1,279人 (令和２年１月～12月)
死　亡 1,405人 (令和２年１月～12月)
世帯数 80,072世帯
面　積 23.11㎢
店舗数（小売業）　500店(平成28年6月1日現在)
公園数 258カ所

町内会・自治会の組織状況
加入世帯数 47,825世帯
団体数 107
加入率 59.7％
100世帯まで 36団体
1,000世帯まで 59団体
2,000世帯まで 8団体
2,001世帯以上 4団体
※特記がないものは令和３年４月１日現在

弁護士による研修では参加者の質問が絶えない

1961（昭和36年）～ 1971（昭和46年）～

★川崎市政令指定都市へ移行

・川崎駅前広場に地下道開通・駅前
高架線開通
・市人口80万人突破

・政令指定都市へ移行（川崎・幸・
 中原・高津・多摩の5区誕生）
・川崎市公害防止条例施行
・100万人目の市民誕生
・新百合ヶ丘駅開設

●区誕生以前の川崎市

●区誕生以前の川崎市
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町会・自治会の地域活動の活性化の一助となっています。

■区と協働で地域の課題解決
　社会環境の急激な変化や少子高齢化に伴い、個人の価
値観の多様化・複雑化が進み、地域における人と人との繋
がりが薄れつつあり、従来、町会・自治会などが有していた
地域力の低下が懸念されています。
　こうした問題に対し、地域住民の繋がりや地域の課題
解決力の強化を目的として、町会・自治会が事業提案し、麻
生区役所と協働して町会・自治会が事業実施する「麻生区
町内会事業提案制度」があります。
　これまでに実施された代表的な事業としては、花壇活
動を通して地域交流の機会を創出する「花壇活動によるコ
ミュニティ形成事業」や、災害等緊急時に実践できる避難
活動の確立と、自治会員間の連帯感・相互扶助の考えを
浸透させるための「災害等緊急避難の対応活動事業」、ま
た、跨線橋橋脚部に大学の協力を得て壁画を描き、地域
住民の憩いと活性化を図る「橋脚描画プロジェクト」、多世
代の会員参加による文化活動を通した町内会活動の活
性化と地域の発展を図る「読売日本交響楽団 演奏会事

業」などがあり、延べ 40事業が提案され、地域住民のつ
ながりや地域の課題解決力の強化が図られてきました。

■地域のために働く人を表彰
　平成20年度から、地域の振興発展及び市民生活の向上
に貢献し、顕著な功績若しくは先進的・先駆的な活動のあっ
た個人又は団体を表彰又は奨励するとともに、住民の地域
活動への関心と理解を深め、地域活動への参加を促進し、
魅力ある地域づくりの推進を図ることを目的として麻生区
地域功労賞及び麻生区地域奨励賞を表彰しています。
　麻生区地域功労表彰は、平成20年度から13回目となり、
延べ 39個人・17団体の方々が受賞しています。なお、麻生区
地域奨励表彰は、令和２年度から先進的・先駆的な活動の
あった個人又は団体を奨励するために新たに設けました。

■町会・自治会への加入促進
　様 な々社会環境の変化に伴い、町会・自治会の加入率
は、65.2％（平成24年４月現在）から59.7％（令和３年４月
現在）まで減少。いまだ低下傾向は続いており、地域活動の
担い手の減少や役員の高齢化が顕著になりつつあります。
これは、麻生区のみならず多くの町会・自治会が直面してい
る課題であると思います。
　そこで麻生区町会連合会では、加入促進対策委員会を
設置し、「町会・自治会ガイドブック」や「麻生区町連だより」
の作成・配布、タウン紙への広告掲載など、町会・自治会へ
の加入促進対策について検討を行い、加入促進に取り組
んでいます。

大学生と協力して実施した橋脚描画プロジェクト

プロの演奏に多くの会員が集まった演奏会事業

1981（昭和56年）～ 2001（平成13年）～1991（平成３年）～ 2011（平成23年）～現在

・多摩区から分区し麻生区誕生
・新百合ヶ丘駅北口に麻生区役所を
  設置
・第１回あさお区民まつりを開催

・麻生小学校開校
・新百合ヶ丘マプレ開業
・麻生区シンボルマーク制定
・新百合ヶ丘駅周辺地区が都市景
  観大賞を受賞

・はるひ野駅開業
・かがやいて麻生（区イメージソング）
・昭和音楽大学が開学
・麻生市民交流館やまゆり開設

・日本映画大学開学
・明治大学黒川農場開場
・禅寺丸柿サミット開催
・新百合ヶ丘総合病院開院

★掲載した写真はコロナ禍以前のものも含まれています
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広場でおもいきり遊んだり、散策コースで自然観察ができたり、アスレチック
遊具があったりと、子どもから大人まで自由に身体を動かして遊べる人気の
公園です。展望広場からは町と山並みからなる麻生区の風景が見渡せて、
区の魅力を再発見できるのもいいですね。

王禅寺ふるさと公園王禅寺ふるさと公園

広々 としてとっても気持ちいい公園です
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区
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わたしの街並わたしの街並ブックマークブックマーク
交通の便が良く文化施設が多い麻生区。
そこで暮らす会員自らがお気に入りの場所を紹介します。

住宅地が広がる麻生区。
時代を超えて、同じ場所に立ってみれば
街の景色の移り変わりが見えてくる…。

時間旅行

麻生区
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『五力田』
五つの家が協力して耕作していた
ことに由来する「五力田」は、殆ど
が畑と田んぼでした。周囲に家は
無く、子供の頃はウナギを捕ったり
野兎を追いかけたりしてよく遊びま
した。今では名前も白鳥と代わり、
住宅が立ち並んでいて当時の面影
はまったく無いですね。

（鈴木正視さん）

歩道の形や街灯の様子は当時から
あまり変わっていない

昭和20年代中頃は農地のみで野生動物も見かけた

現在の白鳥4丁目付近は多くの住宅が立ち並んでいる



王禅寺の王禅寺の

次の世代にも
残したい禅寺丸柿

麻生区内で営業している
お店が集まった商店会です

禅
寺
丸
柿

禅
寺
丸
柿

麻生区
宇津木  裕さん
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連
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会

麻生区商店街麻生区商店街

禅寺丸柿は、日本最古の甘柿と
言われています。この伝統ある
柿を保存して行こうと柿生地区
の農家が集まって出来たのが禅
寺丸柿保存会です。とても甘い
柿ですが実が小さく今は出荷さ
れていません。王禅寺境内には
国の登録記念物に指定された原
木が残っています。

分区し麻生区になったのと時を同じくして、
麻生区商店街連合会が誕生しました。商店
街の活性化や地域イベント、安全対策など
に積極的に取り組んでいます。これからも大
好きな地元と共に、活気ある街づくりのお手
伝いをして行きたいですね。

当時の姿を残すはるひ野のクスノキ

平成16年のはるひ野中央交差点、
建物はまだ見当たらない

『はるひ野』
以前、はるひ野は黒川という町名で、山や田畑しか
ない地域でした。小田急多摩線沿線の中でも開発
が一番遅く、平成生まれの新しい街と言えます。平
成16年にはるひ野駅が開業し、町内会は約90世帯
からスタートしました。今では 2,000世帯を超える
街に成長しています。 （杉本秀治さん）
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昭和35年オープン当初の駅前、
百合ヶ丘駅もこの年に開業した

『百合ヶ丘駅前の
「ゆりストア」』
昭和35 年、小田急線百合ヶ丘駅前に「ゆ
りが丘ストア」としてオープンしたのが始
まりです。当時はスーパーが珍しく、手提
げ袋を持った割烹着姿の若い主婦がよく
買い物に訪れていました。駅前の風景は
様変わりしましたが、お店は当時と同じ
場所で営業しています。

（笠原勝利さん）



60年目の

Re :スタートRe :スタート

「いま」のこと「みらい」のこと
次の10年を目指して
川崎で暮らす

みんなの声を集めました

青少年の
笑顔があふれるまちに

なってほしい

中原区 工藤 由美雄さん

 
広場で

子どもが群れて遊ぶ
賑やかな街で
あって欲しい

高津区 五十嵐 静治さん

 

誰でもできる
ニュースポーツを紹介して、
みんなの健康と
笑顔を守ります
中原区 井上　隆さん

10年後もその先も、
あいさつと
笑顔あふれる
ふるさとでありますように

川崎区 間宮鉦二さん 

10年後には末っ子も成人。

１日１日を大切に
紡いでいきたいです

高津区 永山 彩子さん

共に助け、支え合い、
未来に向かって
安心できる町づくり

川崎区 藍原 晃さんいつまでも
安心して暮らせる

幸区に

幸区 齊木敏雄さん

 

日々 努力
すれば

願いはかないます

幸区 桝本 公一郎さん
 幸せを感じられる

まちづくりを
目指したい

幸区 金井 弘年さん

「目配り・気配り・心配り」
人に優しい

デジタル化社会になってほしい

川崎区 島田潤二さん

幸せと

誰もが感じる
世の中に

多摩区 近藤  清さん

 

 

10年後も

自然豊かで
多様性に満ちた

宮前区を！

宮前区 福田 克己さん
 

ふれあいと
優しさの地域に
なって欲しい

宮前区 山根 良子さん 

みんなが
笑顔で暮らせる

楽しいまちづくりを
目指します

麻生区 渡辺 孝一さん

川崎生まれで川崎育ち

この先も
川崎で頑張ります！
高津区 中山 幸子さん

 

住んで安心

皆で築こう
福祉の街

多摩区  西尾  信さん

自然を守る
地球を守る
川崎を守る

みんなの力で
多摩区 川鍋 賢昭さん

 

若い人も巻き込んだ、
幅広い活動を
目指します

麻生区 岡本 義雄さん

生まれ育った
大好きなまち川崎

これからも
住み続けていきたいです

中原区 石川 恵里子さん

 

子どもとお年寄りに

やさしい町会を
目指します

麻生区 松澤 武雄さん

夫婦ともに

元気で各地を
旅する

宮前区 小川 富久さん
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旧国鉄川崎駅前（昭和39年）

昭和36年
12月 ○ 川崎市連合町内会連絡会結成大会が開かれる（市立労働会館）。
 ○ 町内会･自治会など318団体が参加し ｢市内各連合町内会相互の連絡を密にし､

地域社会の振興発展をはかる｣ ことを目的に結成｡ 規約を決めると共に、初代会長
に高昇三氏が選出される｡

昭和37年
 4月 ○ 防犯灯補助金交付要綱ができる｡
 5月 ○ 町内会･自治会に対する市の諸交付金増額並びに市広報課内市民係（仮称）の新設

についての陳情書を提出する｡
10月 ○ 川崎市美化運動実施本部が発足する｡
11月 ○ 防犯灯設置補助金交付要綱ができる｡

昭和38年
 9月 ○ 川崎市全市域が ｢煤煙の排出の規制等に関する法律｣ の指定地区となる｡
12月 ○ 常任理事会で､ ①町内会･自治会未加入世帯の解消　②広報紙の配布　③防犯灯補

助金の増額について協議する｡

昭和39年
 6月 ○ 総会において永年勤続町内会長及び退任理事に対して感謝状を贈る｡
 7月 ○ 新潟地震被災に対する見舞い金の募金活動で1,140万円が集まる｡ 地震罹災者に対

する見舞いと被害状況視察を行う｡

昭和40年
 4月 ○ 防犯灯維持費の助成金が80％に増額される｡
 6月 ○ 第２代会長に横山央氏が選出される｡
12月 ○ 青森県三沢市大火罹災者に対する募金を行う｡

昭和41年
 3月 ○ 大師及び中原町内会連合会で町内活動についての世論調査を行う｡
 7月 ○ 総会において３月に行った世論調査の結果報告を行う｡
12月 ○ 川崎市連合町内会連絡会結成５周年記念大会が開催される｡

昭和42年
 4月 ○ 市長選挙で金刺不二太郎氏が再選される。
 8月 ○ 第３代会長に明石正義氏が選出される｡
10月 ○ 新潟･山形地方集中豪雨罹災者に対し見舞金を贈る｡

昭和43年
 2月 ○ 常任理事会で町内会･自治会敷地の免税措置について協議をする｡

1961 ●

1962 ●

1963 ●

1964 ●

1965 ●

1966 ●

1967 ●

1968 ●

結成から50年まで
昭和36年 - 平成23年



再発見 新発見　～ 60年目のRe:スタート～　61

市営埠頭を埋める輸出自動車（昭和42年） 中原区役所の開設記念式典

 4月 ○ 町会長バッジを制定する｡
 5月 ○ 稲田･生田･柿生３地区の連合会で町内会等の活動について世論調査を行う｡
 5月 ○ 小田･田島中央･臨港３地区の連合会で町内会等の活動について世論調査を行う｡
12月 ○ 大気汚染防止法･騒音規制法が施行される｡

昭和44年
 4月 ○ 川崎市は、市電を廃止し、ワンマンカーバスを運行する。
 8月 ○ 川崎市連合町内会連絡会の名称を川崎市全町内会連合会とする。
10月 ○ ｢町会花壇コンクール｣（美化新生活運動･高津支部）に､ 二子第５町会など５団体

が参加｡

昭和45年
45年度 ● 市・県から初めて助成金の交付を受ける（市65万円、県126万円）｡
11月 ○ 百合丘誕生10周年記念文化祭を開催する｡
12月 ○ 東パキスタン災害罹災者に対する見舞金（411,127円）を贈る｡

昭和46年
46年度 ● 町会長へ市営バスの無料乗車証が交付される｡
 4月 ○ 市長選挙で伊藤三郎氏が当選する｡
 8月 ○ 町内会･自治会館建設資金の融資制度が発足する｡

昭和47年
 3月 ○ 生田地区町会連合会が交通安全優良団体として市長より表彰される｡
 4月 ○ 川崎市が政令指定都市となり､ 区制が施行される（川崎区､ 幸区、中原区､ 高津区､

多摩区）｡
 4月 ○ 川崎市屋外広告物条例が施行される｡
 7月 ○ 中原区町内会婦人部連絡協議会が発足する｡
 9月 ○ 高津区の市営高山団地周辺９町内会が向ヶ丘診療所の拡充を求め署名運動を行う｡

昭和48年
 4月 ○ 生田緑地周辺８町内会等が ｢緑地の民間ゴルフ場開放｣ を求める請願を行う｡
 5月 ○ 川崎市の人口が100万人を突破｡
 6月 ○ 川崎信用金庫からテント100張りの寄贈を受ける｡

昭和49年
 2月 ○ 多摩区の菅町会が多摩川の船着場近くに記念碑を建立する｡
 6月 ○ 川崎区の桜本２丁目町内会が、桜本児童公園内に相撲の土俵を設ける｡
10月 ○ 幸区の南幸町町内会が、空ビン回収で市長より表彰される｡

1969 ●

1970 ●

1971 ●

1972 ●

1973 ●

1974 ●
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高津市民祭で外国人が飛び入り参加（昭和
51年）

ロッテの川崎進出で握手する伊藤市長、
松井球団社長、金田監督（昭和52年）

昭和50年
 8月 ○ 第４代会長に青山清次氏が選出される｡
 8月 ○ 幸区の河原町団地で、犯罪防止のための夜間パトロールを始める。
11月 ○ 百合丘生誕15周年文化祭を開く｡

昭和51年
 9月 ○ 地域住民組織研究会で市内一円を視察する｡

昭和52年
 7月 ○ 川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付制度が発足する。
10月 ○ ｢川崎市八ヶ岳少年自然の家｣ と甲府市を視察する｡
12月 ○ ロッテ球団歓迎市民集会に参加する｡

昭和53年
10月 ○ 第１回 ｢川崎市民祭り｣ が開かれ参加する｡

昭和54年
 5月 ○ アメリカ合衆国ボルチモア市との姉妹都市提携に参加する｡
 6月 ○ 川崎市市民自治財団を設立する｡
 6月 ○ 第１回多摩川美化活動を実施する｡
 8月 ○ 第５代会長に大島保氏が選出される｡

昭和55年
 4月 ○ 自動車に「川崎ナンバー」が誕生する。
 6月 ○ 幸区の河原町団地自治会で､ 駐在所の巡査部長へ感謝状を贈る。
 6月 ○ 第１回市内統一美化活動を実施する｡
12月 ○ 百合丘地区結成20周年記念を祝い、百合ヶ丘駅前に時計塔を設ける。

昭和56年
 1月 ○ 市議会で高津区と多摩区の分区線引きが決まる｡
11月 ○ 生田地区町内会連合会が20周年記念式典を開く｡
12月 ○ 国際障害者年募金運動より車椅子13台､ 補聴器20個を川崎市に寄贈する｡

昭和57年
 7月 ○ 分区により７区となる｡（宮前区､ 麻生区誕生）。
 9月 ○ 障害者福祉活動として黄色いハンカチ6,000枚を川崎市に寄贈する｡

昭和58年
 4月 ○ 川崎市自主防災組織活動助成金交付制度を発足させる｡
12月 ○ 川崎市総合自治会館が開館する｡

1975 ●

1976 ●

1977 ●

1978 ●

1979 ●

1980 ●

1981 ●

1982 ●

1983 ●
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昭和59年
 6月 ○ 中原区苅宿町内会が緑化推進運動功労者の総理大臣表彰を受ける｡
 7月 ○ 麻生区多摩美町会が地域の緑を守ろう､ と市に陳情を行う｡

昭和60年
11月 ○ 第１回住民組織研究会で水上勉氏が ｢人間について｣ 講演｡
11月 ○ 障害者福祉専門委員会が福祉機器展の視察と講演会に参加する。

昭和61年
10月 ○ 第１回川崎市全町内会大会を開催する｡
10月 ○ 自転車等の放置防止に関する条例を施行する｡
11月 ○ 川崎地下街アゼリアが、川崎駅東口広場にオープン｡
12月 ○ ７月６日の衆参同日選挙の啓発に積極的に参加し､ 自治大臣から表彰を受ける。

昭和62年
 2月 ○ 住民組織研究会で俵孝太郎氏が ｢これからの政治とくらし｣ 講演。
 6月 ○ 姉妹都市提携10周年でリ工力市に訪問代表団を派遣する。

昭和63年
 5月 ○ 姉妹都市ウーロンゴン市（オーストラリア）に代表団員を派遣する。
11月 ○ 「川崎市市民ミュージアム｣ がオープンする｡
12月 ○ 川崎区本町２丁目町内会で ｢火の用心｣ のパトロールを行う。

平成元年
 1月 ○ ソ連･アルメニア共和国地震災害救援募金を行う。
 2月 ○ 川崎市自治功労賞を制定及び第１回功労者を表彰する。
 3月 ○ 川崎区の町内会婦人部等が ｢市営老人ホーム建設｣ の署名を市議会に提出する｡
 5月 ○ 姉妹都市ボルチモア市に代表団員を派遣する｡
 7月 ○ 第６代会長に山口武氏が選出される｡
11月 ○ 市長選挙で髙橋清氏が当選する｡
11月 ○ 高津区の工場跡地に「かながわサイエンスパーク（KSP）」がオープン｡

平成2年
11月 ○ 生田地区町会連合会30周年記念式典を開く（記念誌を発行）。
12月 ○ 川崎市医薬品等ソ連緊急協力市民委員会 ｢愛の手募金活動｣ を推進する｡

平成3年
 3月 ○ ｢ソ連愛の手募金｣ で募金27,719,602円が集まる｡
 8月 ○ 雲仙･普賢岳の火山活動が長びく中で ｢雲仙募金活動｣ を実施する｡

1984 ●

1985 ●

1986 ●

1987 ●

1988 ●

1989 ●

1990 ●

1991 ●

地下街アゼリアがオープン（昭和61年） 日本を代表する写真家10人の作品展が開かれ
た市民ミュージアム写真展示室（昭和63年）

かながわサイエンスパーク（KSP）
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ソ連への医薬品　第１便出発式

10月 ○ ｢雲仙募金｣（68,192,416円）を島原市と深江町に寄託する｡
12月 ○ 川崎市全町内会連合会創立30周年記念大会を開催する。

平成4年
 4月 ○ 「川崎市平和館」の開館（中原区）
 7月 ○ 北海道中標津町と友好都市を結ぶ
10月 ○ ｢あさおまつり唄｣ 区民まつりで披露される（麻生区）
11月 ○ 全町内会大会で俳優の米倉斉加年氏が「芝居と､ 絵と､ 人生と」と題して講演

平成5年
 1月 ○ ７区のシンボルマークが決まる
 2月 ○ 自治功労賞贈呈式で、ボストンマラソン優勝者・山田敬蔵氏が講演
 8月 ○ 北海道奥尻町の地震災害救援募金への協力（奥尻町へ53,254,556円を送金）
10月 ○ 川崎駅東口のイベント「いいじゃん かわさき」開始

平成6年
 2月 ○ 自治功労賞贈呈式で、琵琶奏者・上原まり氏が講演と演奏「私と琵琶」
11月 ○ 市制70周年記念・全町内会大会

町内会自治会役員永年勤続功労者表彰
評論家・森田実氏が「どうなる日本の政治」と題して講演

12月 ○ 市のシンボルマーク決まる。

平成7年
 2月 ○ 兵庫県南部地震被災者救援募金（見舞金162,833,402円）
 6月 ○ 自主防災組織からの要望（自主防災組織の充実・強化等９項目）

平成8年
 5月 ○ 市政だよりの月２回発行開始
 7月 ○ 「かわさき市民放送」開始
11月 ○ 全町内会大会で落語家・桂米丸師匠が ｢笑いと人生｣ で講演
11月 ○ 多摩区自主防災組織連絡協議会が発足

平成9年
 3月 ○ 川崎市自主防災組織連絡協議会の設立
 7月 ○ 第７代会長に中島豪一氏が選出される。
 9月 ○ 川崎市が「こども110番」事業の支援スタート
12月 ○ 東京湾アクアライン（15.1㌔）が開通  普通車料金は4,000円

平成10年
 1月 ○ 県に対して要望（全町連への県広報活動団体報奨金補助を）

1992 ●

1993 ●

1994 ●

1995 ●

1996 ●

1997 ●

1998 ●
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アクアライン開通

10月 ○ ｢かながわ･ゆめ国体｣ への協力

平成11年
 6月 ○ 全国自治会連合会に加盟（神奈川県全町内会連合会を結成）
 9月 ○ 川崎大師観光ボランティア養成事業開始（川崎区）
10月 ○ 「岡本太郎美術館」オープン（多摩区）

平成12年
 2月 ○ 麻生まちづくり会議発足（麻生区）
 3月 ○ かわさき大師観光ガイドの会発足（川崎区）
 3月 ○ 長野県佐久市と ｢交流都市宣言書｣ の交換式（宮前区）
12月 ○ 中原･麻生世紀越えカウントダウンイベント開催

平成13年
 2月 ○ 麻生観光協会発足（麻生区）
 9月 ○ ７都県市合同防災訓練が新川崎地区をメイン会場に行われる。（幸区）
 9月 ○ 北海道中標津町との友好都市活動を実施する。
10月 ○ 市長選挙で阿部孝夫氏が当選する。
11月 ○ 創立40周年記念 第16回川崎市全町内会大会

平成14年
 ４月 ○ 人権オンブズパーソン制度創設
 ４月 ○ 政令指定都市移行30周年
 ７月 ○ 第84回全国高校野球選手権神奈川大会で桐光学園が初優勝　夏の甲子園に出場
 ９月 ○ 児童虐待防止の「子どもSOSカード」を全児童・生徒に配布

平成15年
 ２月 ○ 「かわさき新産業創造センター」が幸区にオープン
 ４月 ○ 全市立小学校にわくわくプラザ開設
 ５月 ○ 子どもが自由に遊べる施設「子ども夢パーク」がオープン

平成16年
 ４月 ○ 川崎市人口130万人突破
 ４月 ○ 家庭系粗大ごみの収集を全面有料化　事業系ごみの収集を許可業者へ委託
 ７月 ○ ミューザ川崎シンフォニーホール開館（市政80周年）
 ９月 ○ 新総合計画基本構想素案と自治基本条例素案についてタウンミーティングを各区で開催

平成17年
 １月 ○ 子どもを狙った犯罪対策に市立小学校１・２年生全員に防犯ブザーを配布
 ４月 ○ 川崎市自治基本条例施行

1999 ●

2000 ●

2001 ●

2002 ●

2003 ●

2004 ●

2005 ●
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 ７月 ○ 地域の課題解決を目指す「区民会議」の試行を開始
11月 ○ 市総合コンタクトセンター「サンキューコールかわさき」を開設

平成18年
 ２月 ○ 市立多摩病院開院
 ４月 ○ 「カッパーク鷺沼」がオープン
11月 ○ 地方分権推進タウンミーティングを開催

平成19年
 ４月 ○ 普通ごみ収集が週４回から週３回へ　ミックスペーパー分別収集のモデル実施範囲拡大
 ４月 ○ 昭和音楽大学の新百合ヶ丘キャンパスが開校
 ５月 ○ 麻生区の禅寺丸柿が国登録記念物に認定
10月 ○ アートセンター開館

平成20年
 ４月 ○ 人工海浜がある東扇島東公園が開園
 ４月 ○ 市内初、大型農産物直売所の「セレサモス」がオープン
 ７月 ○ 市内初、宮前区で「コミュニティバス」の運行を開始

平成21年
 ４月 ○ 川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）を開催
 ７月 ○ ミューザ川崎シンフォニーホール開館５周年記念コンサートに皇太子殿下御臨席
 ９月 ○ ８都県市合同防災訓練が東扇島東公園をメイン会場に行われる。

平成22年
 ３月 ○ JR横須賀線武蔵小杉駅開業
 ４月 ○ 東扇島東公園「かわさきの浜」で潮干狩りが解禁
 ５月 ○ 江戸の鷹狩りを再現した中原街道時代まつりが開催
 ６月 ○ 新たな交通手段の確保に向けて乗り合いタクシー「山ゆり号」の試行をスタート
10月 ○ 都市計画道路尻手黒川線（Ⅲ期）が開通し「柿生大橋」と命名

平成23年
 ４月 ○ 日本映画大学開学
 ８月 ○ かわさきエコ暮らし未来館開館
 ８月 ○ 浮島太陽光発電所運転開始
 ９月 ○ 藤子・F・不二雄ミュージアム開館
12月 ○ 扇島太陽光発電所運転開始

2006 ●

2007 ●

2008 ●

2009 ●

2010 ●

2011 ●

東日本大震災で帰宅できない人であふれる
川崎駅東口（平成23年）

JR横須賀線 武蔵小杉駅開業（平成22年）
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川崎市の出来事
 ３月 リサイクルパークあさお王禅寺処

理センターが完成
 ４月 政令指定都市移行40周年　川崎

区・幸区・中原区・高津区・多摩区
区制40周年

 ４月 青少年科学館（かわさき宙（そら）と
緑の科学館）リニューアルオープン

 ５月 井田病院が新しくなり、新棟で診
療を開始

 ６月 重症患者救急対応病院として川崎
幸病院開業

 ７月 宮前区・麻生区区制30周年
 ８月 救急医療や高度先進医療を提供す

る新百合ヶ丘総合病院開業
 ９月 二ヶ領用水が選奨土木遺産に認定
10月 中原区区制40周年として市内９年

ぶりとなるNHKのど自慢開催

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「市政運営にあたって」
 ７月 第52回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　麻生区町会連合会
　●講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏

 ９月 川越市本庁管内自治会連絡会視察研修の受入れ
 ９月 対市要望（22項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（全町連）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性等向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（６） 多摩川河川敷グランド（小向仲野町A・B・C、多摩川大橋及び古市場）

の整備について（幸区）
（７） 防犯灯補修費補助金及び設置補助金の拡充について（幸区）
（８） JR横須賀線の小杉新駅開設に伴う利用者に配慮した環境整備につ

いて（中原区）
（９） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車

分離改善について（中原区）
（10） JR南武線踏切内の歩行者安全対策について（高津区）
（11） 溝口駅南口地区の早期整備について（高津区）
（12） 鷺沼駅バスターミナルの改善について（宮前区）
（13） 宮前区における身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（14） 宮前平駅前周辺の冠水対策について（宮前区）
（15） 局地的な豪雨に備えた多摩区内地域の安全対策強化について（多摩区）
（16） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（17） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（18） 川崎縦貫高速鉄道線について（麻生区）
（19） 横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ丘駅への延伸につ

いて（麻生区）
（20） 防災に係るインフラ整備について（麻生区）
（21） 小規模開発に伴う、廃棄物保管及び敷地内集積所の設置義務に

ついて（麻生区）
（22） 地域住民による見守り・支援対象となる高齢者などに関する情報の

共有化について（麻生区）

10月 小田原市自治会総連合創立50周年記念自治会長大会における全町連
役員の講演

11月 役員他都市研修会
　　　香川県高松市コミュニティ協議会連合会　13名出席
11月 全国自治会連合会　兵庫県姫路大会　12名出席
11月 第27回川崎市全町内会大会

　● 講演「防犯講話」神奈川県くらし安全交通課
　● 町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 ３月 全国でTVの地上波デジタル放送化

が完了、日本のアナログ放送は完
全に廃止される

 ５月 東京スカイツリー開業。半年で来
場者300万人突破

 ５月 932年ぶりの金環日食が広範囲で
観測される

 ８月 ロンドン五輪で日本史上最多のメ
ダル38個を獲得

 ９月 尖閣諸島・竹島問題で中国・韓国
との関係悪化

 ９月　 豪雨の影響により横須賀市追浜で
京急脱線



東急東横線・副都心線
直通運転
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川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「市政運営」
 ７月 第53回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　川崎区連合町内会
　●講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏

 ９月 対市要望（24項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（全町連）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性等の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（６） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（７） 国道１号線の歩道拡幅について（幸区）
（８） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備

について（幸区）
（９） JR横須賀線の武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備につい

て（中原区）
（10） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分

離改善について（中原区）
（11） JR南武線踏切内の歩行者安全対策について（高津区）
（12） 溝口駅南口地区の早期整備について（高津区）
（13） 鷺沼駅周辺地区の地区計画の見直しについて（宮前区）
（14） 宮前区における身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（15） 局地的な豪雨に備えた多摩区内地域の安全対策強化について（多摩区）
（16） 区内における道路の整備について（多摩区）
（17） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（18） 多摩区内のJR南武線の高架化について（多摩区）
（19） 小田急線快速急行の登戸駅停車について（多摩区）
（20） 多摩川青少年サイクリングコース周辺の利用環境の改善について（多摩区）
（21） 雨水貯留槽の設置普及について（麻生区）
（22） 防犯カメラのリース契約時の設置助成について（麻生区）
（23） 災害時における公的備蓄物資の緊急調達計画作成について（麻生区）
（24） 地域住民による見守り・支援対象となる高齢者などに関する情報に

ついて（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　宮城県仙台市連合町内会長会　11名出席

10月 全国自治会連合会　埼玉県川越大会　11名出席
11月 横須賀市連合町内会研修受入れ
11月 第28回川崎市全町内会大会

　●落語会　三遊亭遊馬師匠
　●町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 ３月 東急東横線と東京メトロ副都心線

の相互直通運転開始
 ４月 改正公職選挙法成立によりインター

ネット選挙運動解禁
 ８月 ヤンキースのイチロー選手日米通算

4,000安打を達成
 ９月 2020年五輪・パラの開催都市が東

京に決定
11月 小笠原諸島西之島付近の噴火によ

り新島出現
12月 和食の食文化がユネスコ無形文化

遺産に登録決定

 ３月 川崎生命科学・環境研究センター
（LiSE）開設

 ３月 殿町国際戦略拠点キングスカイフ
ロントまちびらき

 ４月 中原区に小児の急な病気に対応す
る中部小児急病センターが開設

 ４月 武蔵小杉駅直結の再開発ビルに市
立中原図書館がオープン

 ７月 身体障がい者や高齢者等だれもが
快適に乗車できるUDタクシーに
対応した乗り場を川崎駅前に整備

10月 東海道かわさき宿交流館開館

10月 川崎駅周辺の自転車対策として自
転車通行環境や時間利用駐輪場を
整備

11月 福田紀彦新川崎市長が誕生
12月 川崎市生活自立・仕事相談センター

を開設
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川崎市の出来事
 １月 市民が市長と直接対話する第１回

区民車座集会開催
 ３月 東急線武蔵小杉駅東側に武蔵小杉

駅東口駅前広場が供用開始
 ４月 市立川崎高等学校を市内初の公立

中高一貫教育校へ再編、附属中学
校開校

 ７月 市制90周年記念式典開催
10月 大師河原公園にスケートボードパー

クが市内初登場
10月 向ヶ丘遊園駅連絡通路が開通
12月　川崎市町内会・自治会の活動の活

性化に関する条例が成立

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「川崎の展望を語る」
 ７月 第54回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　幸区町内会連合会
　●講演「市政を語る」川崎市長　福田紀彦氏

 ９月 対市要望（28項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（全町連）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性等の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（６） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（７） 国道１号線の歩道拡幅について（幸区）
（８） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備

について（幸区）
（９） JR横須賀線武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について

（中原区）
（10） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分離

改善について（中原区）
（11） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（片町踏切）について（高津区）
（12） 溝口駅南口地区の整備について（高津区）
（13） 鷺沼駅周辺地区の地区計画の見直しについて（宮前区）
（14） 避難所の電力について（宮前区）
（15） 斜面緑地の保全について（宮前区）
（16） 災害時における避難所への安全な移動について（宮前区）
（17） 宮前区における身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（18） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（19） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（20） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（21） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（22） 多摩区内のJR南武線の高架化について（多摩区）
（23） 多摩区内の小田急線の高架および快速急行の停車駅の拡大について

（多摩区）
（24） 多摩川青少年サイクリングコース周辺の利用環境の改善について（多摩区）
（25） 空き家対策について（麻生区）
（26） 地域住民による見守り・支援の対象となる高齢者などに関する情報

について（麻生区）
（27） 救急医療情報キットの導入について（麻生区）
（28） 災害時用の公的備蓄物資の備蓄計画について（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　静岡県静岡市自治会連合会　10名出席

10月 全国自治会連合会　静岡県沼津市大会　11名出席
11月 第29回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 ３月 大阪市に日本一高いビル「あべの

ハルカス」開業
 ４月 消費税率５％から８％に引き上げ

により個人消費が低迷
 ４月 岩手県の三陸鉄道が全線で運転再開
 ６月 群馬県にある「富岡製糸場」世界文

化遺産登録決定
 ９月 約70年ぶりに国内確認されたデン

グ熱により代々木公園立ち入り禁止
 ９月 御嶽山が前触れもなく噴火。戦後

最悪の火山災害になった



噴気が続く大涌谷の斜面
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川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「川崎の展望を語る」
 ７月 第55回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　中原区町内会連絡協議会
　●講演「市政を語る」川崎市長　福田紀彦氏

 ９月 青森県八戸市連合町内会連絡協議会の視察受入れ
 ９月 対市要望（31項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（全町連）
（２） さいか屋川崎店の跡地活用について（全町連）
（３） 横浜市営地下鉄３号線の新百合ヶ丘駅延伸計画及び駅周辺の再開発

について（全町連）
（４） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（５） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（６） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（７） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（８） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（９） 国道１号線の歩道拡幅について（幸区）
（10） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（11） 鹿島田、東小倉、小倉1－1地区の地域コミュニティ活動拠点の整備

について（幸区）
（12） JR横須賀線の武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備につい

て（中原区）
（13） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分

離改善について（中原区）
（14） 中原街道千年交差点付近の道路拡幅工事の早期着工について（高津区）
（15） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（片町踏切）について（高津区）
（16） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（17） 溝口駅南口地区の整備について（高津区）
（18） 鷺沼駅前の改善について（宮前区）
（19） 宮前区における身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（20） 歩いて行ける「自治会カフェ」への助成について（宮前区）
（21） 町内会・自治会への活動資金助成制度の新設について（宮前区）
（22） 危険な状態にある多摩川河川敷通路の改善とサイクリングコースの

延伸整備について（多摩区）
（23） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（24） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（25） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（26） 多摩区内のJR南武線の高架化について（多摩区）
（27） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（28） 多摩区内の小田急線の高架化および快速急行の停車駅の拡大について（多摩区）
（29） 多摩川青少年サイクリングコース周辺の利用環境の改善について（多摩区）
（30） 救急医療情報キットの導入について（麻生区）
（31） 町内会・自治会活動について一定の法的な支持が得られるような条例

制定または現存の条例改正について（麻生区）

 10月 役員他都市研修会
　　　　長野市市民生活部地域活動支援課　11名出席
 10月 全国自治会連合会　石川県金沢大会　11名出席
 11月 第30回川崎市全町内会大会
　　　　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 １月 マクドナルドの人気商品、異物混

入が発覚
 ５月 箱根山の噴火警戒レベルが２に引

き上げられ、６月には小規模なが
ら噴火が確認された

 ３月 北陸新幹線、長野～金沢間開業に
より東京～金沢間が最短で約2時間
28分に

 ６月 人気漫画「ONE PIECE」の単行本発
行部数が累計３億2,086万6,000部
に達しギネス世界記録に認定

 ８月 戦後70年の終戦の日を迎える
10月 マイナンバー制度に必要なマイナ

ンバー法が法施行

 １月 麻生区子育て支援アプリ（あさお子
育てポータル）の実証実験

 ３月 橘樹官衙遺跡群が川崎市初の国史
跡に指定

 ３月 川崎富士見球技場（富士通スタジア
ム川崎）リニューアル

 ３月 等々力陸上競技場メインスタンド
供用開始

 ３月 商業施設や保育所等が集積した新
川崎スクエアがオープン

 ４月 小児医療費助成事業の通院助成対
象を小学校２年生までに拡充

 ４月 市の人口が政令指定都市で京都市
を抜いて７位に

 ５月 幸区役所新庁舎がオープン

10月 戦後70年の戦没者追悼式を開催
10月 大型農産物直売所セレサモス宮前

店がオープン



多数の被害者を出した
「津久井やまゆり園」事件発生

再発見 新発見　～ 60年目のRe:スタート～　71

 ３月 JR南武線新駅「小田栄」駅が開業
 ３月 総合計画・行財政改革プログラム

を策定
 ７月 市のブランドメッセージ（Colors，Future！

いろいろって、未来。）を策定

 ８月 農業振興地域である麻生区早野地
区においてはじめて栽培されたヒ
マワリが満開に

 ８月 市立川崎病院と井田病院に手術支
援ロボットのダ・ヴィンチを導入
し、前立腺がんの治療を強化

10月 市役所本庁舎さよならイベントを
開催

10月 生田緑地における協働のパークマ
ネジメントの取り組みが緑の都市
賞にて国土交通大臣賞を受賞

2016平成28年

川崎市の出来事

社会の出来事
 １月 軽井沢町の碓氷バイパスで大学生

らを乗せたスキーツアーのバスが
道路下に転落

 ３月 北海道新幹線開業により新函館北斗
～東京が最速４時間２分で結ばれる

 ４月 震度７を記録した熊本地震が発生、
その後も震度6前後の余震が続き熊
本を中心に広い範囲に甚大な被害

 ５月 オバマ大統領が現職のアメリカ大
統領として初めて被爆地の広島を
訪問

 ７月 相模原市の障害者施設「津久井やま
ゆり園」で職員ら46名が殺傷される

12月 新潟県糸魚川市で大規模火災発生、
延焼範囲は約４万平方メートルに
及んだ

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「川崎市政を語る」
6~8月 熊本地震災害義援金募金の実施
 ７月 第56回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　高津区全町内会連合会
　●講演「市政を語る」川崎市長　福田紀彦氏

 ９月 対市要望（37項目）
（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（６） さいか屋川崎店の跡地活用について（川崎区）
（７） JR南武線矢向駅の橋上改札口設置について（幸区）
（８） 国道１号線の歩道拡幅について（幸区）
（９） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（10） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（11） JR横須賀線の武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（12） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分離

改善について（中原区）
（13） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（14） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（15） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（16） 中原区内の福祉施設（老人いこいの家）について（中原区）
（17） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（18） 中原街道千年交差点付近の道路拡幅工事の早期着工について（高津区）
（19） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（20） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（21） 溝口駅南口地区の整備について（高津区）
（22） 宮前区内での屋外運動施設（グラウンド）の確保と災害時の避難場所

としての利用について（宮前区）
（23） 町内会・自治会への活動資金助成制度について（宮前区）
（24） 地域交通環境の整備と安全対策について（宮前区）
（25） 健康維持と異年齢が出会う場としての公園整備について（宮前区）
（26） 危険な状態にある多摩川河川敷通路の改善とサイクリングコースの

延伸整備について（多摩区）
（27） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（28） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（29） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（30） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏切問題の解消について（多摩区）
（31） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（32） 多摩区内の小田急線の快速急行の停車駅の拡大について（多摩区）
（33） 多摩区内の公園の整備並びに公園及び多摩川青少年サイクリングコース

周辺の利用環境の改善について（多摩区）
（34） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（35） 災害時用の公的備蓄物資の備蓄計画について（麻生区）
（36） 救急医療情報キットの導入について（麻生区）
（37） 横浜市営地下鉄３号線あざみ野以遠の延伸について（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　　　　仙台市福祉プラザ（YY防災ネット）　14名出席
10月 全国自治会連合会宮城県仙台大会　14名出席
11月 第31回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈



あおり運転の
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川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「市政を語る」
 ７月 第57回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　宮前区全町内・自治会連合会
　●市長講演とディスカッション

 ９月 対市要望（39項目）
（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（６） さいか屋川崎店の跡地活用について（川崎区）
（７） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（８） JR南武線矢向駅の橋上改札口設置について（幸区）
（９） 幸区域における多摩川サイクリングコースの延伸整備等について（幸区）
（10） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（11） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（12） JR横須賀線の武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（13） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分離改善に

ついて（中原区）
（14） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（15） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（16） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（17） 中原区内の福祉施設（老人いこいの家）について（中原区）
（18） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（19） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（20） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（21） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（22） 鷺沼駅前の再開発について（宮前区）
（23） 町内会・自治会への活動資金の助成について（宮前区）
（24） 向ヶ丘遊園跡地の一部を平常時は公園に、災害時には一時避難場所及び仮設

住宅建設用地としての活用について（宮前区）
（25） 地域交通環境整備について（宮前区）
（26） 市民救命士養成講習を従来通り、受講料無料に（宮前区）
（27） 市における人口増加に対する対策について（宮前区）
（28） 危険な状態にある多摩川河川敷通路の改善とサイクリングコースの延伸整備

について（多摩区）
（29） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（30） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（31） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（32） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（33） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（34） 多摩区内の小田急線の快速急行の停車駅の拡大について（多摩区）
（35） 多摩区内の公園の整備並びに公園及び多摩川青少年サイクリングコース周辺

の利用環境の改善について（多摩区）
（36） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（37） 防災行政無線を活用した子どもの見守りに関する放送の実施について（多摩区）
（38） 災害時における防災計画について（麻生区）
（39） 横浜市営地下鉄３号線の延伸と新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりについて（麻生区）

11月 役員他都市研修会
　堺市自治連合協議会　13名出席

11月 全国自治会連合会　大阪府東大阪大会　14名出席
11月 第32回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

 １月 王禅寺かわるんパーク、王禅寺エ
コ暮らし環境館屋上庭園オープン

 ４月 市人口150万人突破
 ４月 小児医療費助成の通院助成対象を

小学校６年生まで拡大
 ４月 日本民家園開園50周年
 ６月 水道事業等の広報施設の水とかが

やく未来館開場
10月 カルッツかわさき（スポーツ・文化

総合センター）開館

10月 溝口駅と新百合ヶ丘駅を結ぶ市バ
ス路線が運行開始

12月 全市立中学校で完全給食実施
12月 川崎フロンターレのJ１リーグ初

優勝を記念し優勝パレードを開催

社会の出来事
 ２月 月末の金曜日に早めの退社を促す

キャンペーン、プレミアムフライ
デースタート

 ２月 政界を揺るがせた森友学園・加計学
園問題がメディアにより報道される

 ６月 東名高速道路で「あおり運転」によ
る事故が発生。後に「妨害運転罪」
が創設される

 ７月 都議会議員選挙で小池知事が代表の
都民ファーストの会が第１党になる

 ７月 九州北部を襲った観測記録を更新
する大雨により、福岡、大分の両
県で大きな被害が出た

 ９月 桐生祥秀選手が日本人初の9秒台と
なる9秒98の日本新記録を樹立



被害にあった新成人、足もとには
「はれのひ」の手提げ袋が
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2018平成30年

川崎市の出来事

社会の出来事

 ２月 JR川崎駅北口通路・北改札供用開始

 ２月 市内初、避難や火災延焼の防止に
役立つ防災空地が川崎区小田の密
集市街地に完成

 ４月 読売日本交響楽団の新練習所が麻
生区に完成

 ４月 市コンベンションホールが武蔵小
杉に完成

 ４月 川崎病院に南部地域初のPET‐
CTを導入

 ５月 市立中学校でタニタ監修の給食特
別メニューが登場

 ５月 生田緑地ばら苑開苑60周年
 ７月 記録的な猛暑、川崎市でも熱中症

が猛威をふるい救急搬送者は昨年
の約２倍

 ８月 夢見ヶ崎動物公園で、ゆめみ“車“マ
ルシェ

 ９月 九都県市合同防災訓練を川崎区東
扇島を中心に実施

 １月 新成人が多数被害にあった、振り袖
販売・レンタル業「はれのひ」詐欺
事件発生

 ２月 23回冬季五輪平昌大会で、フィギュ
アスケート男子の羽生結弦選手が連
覇達成

 ５月 アメフト危険タックル問題で日大の
元監督他が記者会見を行う

 ６月 成人年齢を従来の20歳から18歳に
引き下げる改正民法成立

 ６月 西日本豪雨発生、１府10県に特別
警報が出され甚大な被害が出る

10月 築地市場が83年の歴史に幕を閉じ
新たに豊洲市場が開場した。

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「市政を語る」
 ７月 第58回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　多摩区町会連合会
　●市長講演　「市政を語る」

8~9月 西日本豪雨（平成30年７月豪雨）災害義援金募金の実施
 ９月 対市要望（35項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（６） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（７） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（８） 幸区域における多摩川サイクリングコースの延伸整備等について（幸区）
（９） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（10） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（11） JR武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（12） JR南武線の平間駅及び向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分離改善

について（中原区）
（13） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（14） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（15） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（16） 総合自治会館跡地の利活用について（中原区）
（17） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（18） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（19） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（20） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（21） 鷺沼駅前の再開発について（宮前区）
（22） 地域で町内会・自治会が担っている様々な公的活動への助成について（宮前区）
（23） 市の広報依頼に関する負担軽減と町内会・自治会への情報提供のあり方について

（宮前区）
（24） 降雪時の坂道等の除雪対策について（宮前区）
（25） 医療福祉、文化、スポーツそして都市機能をつなぐ「かわさき地下鉄」の実現

について（宮前区）
（26） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（27） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（28） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（29） 多摩区内の公園の整備並びに公園及び多摩川青少年サイクリングコース周辺

の利用環境の改善について（多摩区）
（30） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（31） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（32） 防災行政無線を活用した子どもの見守りに関する放送の実施について（多摩区）
（33） 災害時における防災計画について（麻生区）
（34） 横浜市営地下鉄３号線の延伸と新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりについて（麻生区）
（35） 麻生区内における都市計画道路等の早期整備について（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　市川市自治会連合協議会　13名出席

10月 全国自治会連合会　東京大会　13名出席
11月 第33回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈
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川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「10年後の町内会・自治会について」
 ７月 第59回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　麻生区町会連合会
　●市長講演　「市政を語る」

 ９月 対市要望（37項目）
（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性等の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（６） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（７） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（８） 幸区域における多摩川サイクリングコースの延伸整備等について（幸区）
（９） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（10） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（11） JR武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（12） JR南武線の向河原駅・平間駅の橋上化及び利用者の安全確保について（中原区）
（13） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（14） 中原区内における通学路の環境整備について（中原区）
（15） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（16） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（17） 総合自治会館跡地の利活用について（中原区）
（18） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（19） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（20） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（21） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（22） 鷺沼駅前の再開発と再開発を契機とした宮前区全体の発展について（宮前区）
（23） 横浜市高速鉄道３号線の延伸における東側ルート（ヨネッティ―王禅寺付近）

の選定及び都市計画道路横浜生田線水沢工区の早期開通による宮前区内の
交通ネットワークの充実について（宮前区）

（24） 地域での居場所づくりや住民相互のつながりづくりのための区役所・出張
所等の公共施設の柔軟な活用について（宮前区）

（25） 区内各駅周辺における駐輪場の整備等について（宮前区）
（26） 高齢ドライバーに対する事故防止対策及び免許証返納者優遇措置について（宮前区）
（27） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（28） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（29） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（30） 多摩区内の公園の整備並びに公園及び多摩川青少年サイクリングコース周

辺の利用環境の改善について（多摩区）
（31） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（32） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（33） 防災行政無線を活用した子どもの見守りに関する放送の実施について（多摩区）
（34） 暗渠上の歩道の安全確保について（多摩区）
（35） 災害時における防災計画について（麻生区）
（36） 新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりと横浜市高速鉄道３号線の早期完成について（麻生区）
（37） 麻生区内における都市計画道路等の早期整備について（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　熊本市大江校区第３町内自治会、大江校区第４町内自治会　12名
出席

10月 全国自治会連合会　宮崎県宮崎大会　12名出席
11月 第34回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

 ２月 新・動物愛護センターANIMAMALL
かわさきが中原区にオープン

 ３月 京急大師線の産業道路駅が地下駅に
 ４月 武蔵小杉に11年ぶりの新設小学校

として小杉小学校が開校
 ４月 市初の合葬型墓所が緑ヶ丘霊園に

完成
 ５月 令和婚、令和元年初日の５月１日

の婚姻届受付件数が昨年の約20倍
 ５月 市人口が政令指定都市第６位に
 ８月 桐光学園が全国高校総体男子サッ

カーで市内高校として初優勝
 ８月 市で初めての区内指定避難所の一

斉開設訓練を実施
10月 台風19号により川崎市内にも大き

な被害
10月 市岡本太郎美術館が開館20周年
12月 市民100万本植樹運動達成

社会の出来事
 ５月 30年余続いた平成が幕を閉じ５月

１日、令和に改元される。
 ７月 京都市伏見区のアニメ制作会社、

京都アニメーション放火殺人事件
が発生

 ９月 ラグビーワールドカップ杯日本大会
が開幕、日本は８強入りを果たす

10月 消費税率が８％から10％に
10月 沖縄県にある首里城から出火、正

殿など計８棟が焼損
10月 台風15号が千葉県に、台風19号が

静岡県に相次いで上陸。記録的な
大雨に見舞われ、河川の氾濫や土
砂崩れが相次いだ



新型コロナウイルス
国内感染広がる

再発見 新発見　～ 60年目のRe:スタート～　75

2020令和２年

川崎市の出来事
 ２月 2050年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言
 ２月 新型コロナウイルス相談窓口開設
 ３月 市立全175校がコロナ対策で臨時

休校
 ３月 二ヶ領用水が国登録記念物（遺跡関

係）として文化財登録
 ７月 市内初の水族館としてカワスイ川

崎水族館オープン
 ７月 川崎市差別のない人権尊重のまち

づくり条例全面施行
 ７月 川崎市パートナーシップ宣誓制度

創設
 ８月 総合自治会館が武蔵小杉駅前に移転

 ８月 AIを活用し３密リスクを低減する
避難所運営の実証実験を実施

10月 等々力球場リニューアルオープン
11月 かわさきカーボンゼロチャレンジ

2050を策定

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長との対話　テーマ「地域コミュニティ力向上に向けた町内会・
自治会への加入促進について」
◎７月に開催予定であった第60回川崎市全町内会連合会総会は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面表決で実施した。

 ８月 役員・理事研修会
　●活動事例発表　川崎区連合町内会
　●市長講演　「新しい生活様式における町内会・自治会活動について」

 ９月 対市要望（37項目）
（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルートへの対応について（川崎区）
（６） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（７） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（８） 幸区域におけるかわさき多摩川ふれあいロードの延伸整備等について（幸区）
（９） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（10） 震災発生時における日吉地区の災害活動拠点の整備について（幸区）
（11） JR武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（12） JR南武線の向河原駅・平間駅の橋上化及び利用者の安全確保について（中原区）
（13） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（14） 中原区内における通学路の環境整備について（中原区）
（15） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（16） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（17） 総合自治会館跡地の利活用について（中原区）
（18） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（19） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（20） 「橘樹郡衙跡」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（21） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（22） 鷺沼駅前の再開発を契機とした宮前区全体の発展について（宮前区）
（23） 尻手黒川道路及び周辺地域の浸水対策について（宮前区）
（24） コロナ禍における避難所運営ルールの徹底や、近年の大規模災害を教訓と

した整備・拡充及び避難所備蓄品の拡充について（宮前区）
（25） 新型コロナウイルスの第２波に備えた医療や検査体制の更なる整備（宮前区）
（26） 自転車走行に関する道路整備及び安全啓発について（多摩区）
（27） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（28） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（29） 多摩区内の公園の整備並びに公園及びかわさき多摩川ふれあいロード周辺

の利用環境の改善について（多摩区）
（30） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（31） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（32） 子どもの見守り環境の強化について（多摩区）
（33） 暗渠上の歩道の安全確保及び整備について（多摩区）
（34） 旧稲田登戸病院跡地の川崎都市計画生田緑地区域編入について（多摩区）
（35） 災害時における防災計画について（麻生区）
（36） 新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりと横浜市高速鉄道３号線の延伸における中

間駅周辺のまちづくりについて（麻生区）
（37） 麻生区内における都市計画道路等の早期整備について（麻生区）

◎11月に開催予定であった役員他都市研修会は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から中止し、また、全国自治会連合会広島県
福山大会は、同様の理由により翌年に延期された。

11月 第35回川崎市全町内会大会
　　　　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
２月 新型コロナウイルス感染者が乗った

クルーズ船が横浜港に停泊
３月 新型コロナウイルス感染拡大の影響

により春・夏高校野球大会、史上初
の同時中止となる

４月 政府が布マスクの配布、一律10万
円の特別定額給付金支給を決定

６月 あおり運転罪を創設し改正道路交
通法が国会で成立

７月 スーパーや小売店でプラスチック
製レジ袋の有料化がスタート

10月 観光需要を支援するためGo To ト
ラベルキャンペーンが実施される
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 ２月 内水ハザードマップ公表
 ２月 川崎市殿町と羽田空港をつなぐ（仮

称）羽田連絡道路が閉合
 ３月 川崎生まれの香辛子全国展開へ
 ４月 国史跡橘樹官衙遺跡群に案内板１

基、国登録記念物二ヶ領用水に解
説板４基を設置

 ５月 川崎市の人口が１５４万人を突破
 ５月 風水害時の避難情報警戒レベル４を

避難指示に一本化し避難勧告は廃止
 ６月 多摩区役所生田出張所新庁舎が

オープン

 ７月 川崎市町内会・自治会活動応援補
助金交付制度を創設

2021令和３年

川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
◎２月に開催予定であった市政懇談会は、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から中止した。

 ７月 第61回川崎市全町内会連合会総会
  ◎ ８月に開催予定であった役員・理事研修会は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点から中止した。
 ９月 対市要望（39項目）

（１） 鷺沼四丁目のグランドの土地利用について（全町連）
（２） 町内会・自治会等住民自治組織への活動支援について（川崎区）
（３） 国道409号（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現について（川崎区）
（４） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（５） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（６） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルートへの対応について（川崎区）
（７） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（８） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（９） 幸区域におけるかわさき多摩川ふれあいロードの延伸整備等について（幸区）
（10） 鹿島田、東小倉、小倉1－1地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（11） 震災発生時における日吉地区の災害活動拠点の整備について（幸区）
（12） JR南武線連続立体交差事業について（幸区）
（13） JR武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（14） JR南武線の向河原駅・平間駅の橋上化及び利用者の安全確保について（中原区）
（15） 中原区内における道路（国道409号線）の整備について（中原区）
（16） 中原区内における道路（苅宿小田中線）の整備について（中原区）
（17） 中原区内における通学路の環境整備について（中原区）
（18） 町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（19） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（20） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（21） 「橘樹郡衙跡」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（22） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（23） 鷺沼駅前の再開発を契機とした宮前区全体の発展について（宮前区）
（24） 向丘出張所の機能向上や環境整備について（宮前区）
（25） 町内会・自治会活動の持続と活性化への対策について（宮前区）
（26） 自転車走行に関する道路整備及び安全啓発について（多摩区）
（27） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（28） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（29） 多摩区内の公園の整備並びに公園及びかわさき多摩川ふれあいロード周辺

の利用環境の改善について（多摩区）
（30） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（31） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（32） 子どもの見守り環境の強化について（多摩区）
（33） 暗渠上の歩道の安全確保及び整備について（多摩区）
（34） 旧稲田登戸病院跡地の川崎都市計画生田緑地区域編入について（多摩区）
（35） 五反田川の汚染対策について（多摩区）
（36） 災害時における防災計画について（麻生区）
（37） 新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりと横浜市高速鉄道3号線の延伸における中間

駅周辺のまちづくりについて（麻生区）
（38） 麻生区内における都市計画道路等の早期整備について（麻生区）
（39） 麻生区内における公園管理について（麻生区）

◎ 11月に開催予定であった役員他都市研修会は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から中止し、また、全国自治会連合会広島県
福山大会は、同様の理由により翌年に延期された。

11月 創立60周年記念第36回川崎市全町内会大会
 町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 ２月 新型コロナのワクチン接種、医療

従事者から順次開始される
 ３月 東日本大震災発生から10年が経過した
 ７月 関東地方南部を中心とした記録的

な大雨により静岡県熱海市で大規
模な土石流が発生

 ８月 東京2020オリンピック・パラリン
ピック開催される

 ８月 新型コロナウイルスの国内新規感
染者、１万人超えが連日続く

 ９月 油壷マリンパーク閉館、53年間の
歴史に幕を降ろす
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町内会・自治会アンケート調査
調査期間：平成29年12月～平成30年1月
実施主体：川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

 調査目的
　町内会・自治会は市民により自主的に運営され、互
いの連帯意識を深めながら、防災・防犯活動や美化活
動などを通じて、その地域に生ずるさまざまな共通の
課題を解決する地域を代表する重要な組織で、住み良
いまちづくりを目指して活動している住民自治組織です。
　しかし、近年の都市化の進展により、地域における
人と人とのつながりが希薄になっている状況などから、
町内会・自治会が抱えている課題やニーズも多種多様
になっています。
　このアンケートは川崎市の町内会・自治会が抱えて
いる課題やニーズを調査し、行政からの依頼事務に関
する負担軽減策や、必要とされる支援のあり方の検討
を図るために実施しました。

 調査対象
　川崎市内の町内会・自治会などの住民組織のうち、
平成29年4月1日現在の調査で確認され、各区役所・
支所・出張所に解散の届出が出されていない団体、お
よび平成29年中に新規団体として届出のあった団体の
代表者647人。
 ・調査区分
　全数調査（全団体に対して調査を実施）
 ・調査期間
　平成29年12月～平成30年1月
 ・回収状況
　有効回収件数493件/有効回収率76.2 % 
※  本文中の「百分率」は小数第2位を四捨五入してい
るので、数値の合計が100にならない場合があります。

　町内会・自治会長について

1-1  会長の年代・性別について

50 100 150 200 2500

1

60

213

114

24

14

3

0

8

0

3

2323

12

3

5

2

0

3

90歳代

80歳代

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

無回答

（人）
n=437

（人）
n=51

050100150200250

　全市的に見ると約80％という圧倒的な多数が60～
80代の男性会長です。60歳代以上男女の割合を平成
18年の前回調査と比較すると、75.8％から87.3％に
上昇しており、町内会・自治会長の高齢化が進んでい
ることがわかります。これを区別に見ると、川崎区が
91.6％、幸区が92.3％、中原区が98.3％である一方、
宮前区が83％、麻生区では73.5％と、北部の方が比較
的年齢層は低いという、地理的な傾向が依然として見
られます。

1-2  会長の在職年数

0～1年
1～2年
2～5年
5～10年
10～15年
15～25年
25年越え

0～1年
40.6%

1～2年
8.3%

2～5年
18.9%

5～10年
18.9%

10～15年 6.9%
15～25年 3.8% 25年越え 2.6%

　全市的には「0～1年」と「1～2年」でほぼ半数を占
める状況です。区別に見ると、麻生区が69.8％、多摩区
が59％、宮前区が58.5％と、北部の区においては在職
年数が比較的短くなる傾向が見られます。

1-3  会長の職業

会社員
自営業
公務員
無　職
その他
無回答

会社員
16.6%

自営業
22.3%

公務員 0.8%

無　職
44.6%

その他
12.8%

無回答 2.8%

　「自営業」と「無職」が66.9%を占め、平成18年の
前回調査と比較してもほとんど変化が見られません。
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　町内会・自治会と行政

2-1  行政の町内会への依存度

0 20 40 60 80 100%

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸　区

川崎区

合　計

頼りすぎ　  やや頼りすぎ　 ちょうどよい　 もう少し頼って良い　 もっと頼るべき　 無回答

12.4 28.4 7.7
1.4 0

15.7 53.0

50.1

20.5 7.2
3.6

9.6 51.9 30.8 5.8
1.9

20.3 49.2 22.0 8.5

9.4 52.9 31.8 4.7
1.2

18.9 39.6 24.5 17

12.8 38.5 35.9 10.3
2.6

3.6 61.4 31.3 3.6

0

0

0

0

0

00

00

493

83

52

59

85

53

78

83

N=

2-2  １月あたりの行政等からのチラシ等の回覧依頼件数

0 20 40 60 80 100%

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸　区

川崎区

合　計

　１件以下　  ２～５件　  ６～10件　  11～15件　  16～20件　  21件～　  無回答

1.8
33.3 37.5 18.3 4.9

2.4

1.2 2.4

1.2 1.2

1.3 0 1.3

1.9 3.8

2.41.2

1.2

1.91.9
5.8

1.8

2.4
28.9 45.8 18.1

1.9
38.5 28.8 21.2

0 0
27.1 33.9 25.4 5.1 8.5

1.2
31.8 45.9 14.1 4.7

1.9
39.6 22.6 20.8 9.4

2.6
35.9 50.0 9.0

2.4
33.7 26.5 22.9 10.8

493

83

52

59

85

53

78

83

N=

2-3  １月あたりの行政等からのポスター等掲示依頼件数

0 20 40 60 80 100%

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸　区

川崎区

合　計

１件以下　 ２～５件　 ６～10件 　11～15件 　16～20件 　21件～ 　無回答

8.5

4.8

1.9

3.4

4.7

11.3

5.1

25.3 67.5 4.8

76.9 16.7

64.2 20.8

72.9 17.6

44.1 30.5 16.9

67.5

73.1 17.3 33.3

21.7

67.3 17.8 3.7

3.6
1.00.61.0

1.0 0.6 0

2.4 2.4 0 0

1.91.90 0

1.9 000

1.30 00

1.2 1.20

1.9 0 0

493

83

52

59

85

53

78

83

N=

2-4  チラシ等の回覧依頼とポスター等掲示依頼の負担

0 20 40 60 80 100%

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸　区

川崎区

合　計 20.3

9.6 26.5 37.3 20.5

17.3 21.2 21.2 38.5

23.7 13.6 37.3 23.7

21.2 11.8 29.4 35.3

9.4 20.8 26.4 39.6

20.5 5.1 30.8 41.0

36.1 4.8 28.9 26.5

14.2 30.6 31.6 3.2

1.9

1.7

2.4

3.8

2.6

3.6

6.0

493

83

52

59

85

53

78

83

N=
　回覧依頼が負担　 掲示依頼が負担　 どちらも負担 　どちらも負担ではない 　無回答

2-5   チラシ等の回覧依頼とポスター等掲示依頼を
負担に感じる点

N=321 0 10 20 30 40 50 60 70 80

無回答

その他

チラシ等の内容が分かり
にくい物が多い

チラシ等の内容に関心を
持てない物が多い

自分たちの掲示スペースが
無くなる

掲示板の補修費がかかる

チラシ等のサイズが不統一

届く日が不統一

仕分け作業

90 100%

48.648.6

60.160.1

41.441.4

11.211.2

32.132.1

34.934.9

8.18.1

19.919.9

00

2-6  効果的な回覧や掲示依頼に対する負担軽減策

0 10 20 30 40 50

無回答

その他

回覧か掲示依頼
どちらかの禁止

依頼件数の抑制

月１回に
まとめて配達

N=493 60 70 80 90 100%

49.749.7

46.046.0

7.17.1

14.414.4

7.17.1
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2-7  １月あたりの会長に対する会議等への出席依頼件数

0 20 40 60 80 100%

　 １回以下 　  ２～５回 　  ６～10回 　  11～15回 　  16～20回 　  21回～ 　 無回答

8.7 63.7 20.5 3.9

7.2 55.4 32.5 4.8
1.60.61.0

1.22.4

1.91.90

000

0

3.8 50.0 32.7 5.8 3.83.8
0

8.5 54.2 30.5 5.1 1.7

2.47.1 76.5 11.8
1.2 1.20

5.7 67.9 18.9 3.8

7.7 66.7 15.4 5.1

18.1 68.7 8.4
1.9 0

00

2.6

1.2麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸　区

川崎区

合　計493

83

52

59

85

53

78

83

N=

2-8  会長に対する会議等への出席依頼を負担に感じる点

0 10 20 30 40 50

無回答

特に負担は感じない

その他

出席する意義を感じられない

専門用語が多く会議の
中身が分かりにくい

昼間開催には出席できない

回数が多い

拘束時間が長い

往復に交通費がかかるが
交通費・謝礼等が出ない

60 70 80 90100%

14.814.8

10.810.8

43.843.8

26.426.4

3.03.0

18.718.7

14.214.2

15.615.6

5.75.7

N=493

2-9  各種委員の推薦依頼について負担に感じる点

0 20 40 60 80 100%

無回答

特に負担は感じない

その他

それぞれの推薦時期や手続きが
異なり手間がかかる

推薦書類等が煩雑

成り手が見つからない

会員への説明 16.816.8

84.284.2

12.612.6

26.026.0

9.39.3

3.73.7

3.93.9

N=493

2-10  その他の行政と関わりある活動等を負担に感じる点

N=493 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100%
無回答

その他

こども・青少年交流、支援活動

子育て支援活動

高齢者・障がい者交流、支援活動

資源回収・リサイクル活動

美化・清掃・公園の維持管理活動

交通安全活動

防犯・防火活動

防災活動

住民意思・意見の取りまとめ

募金のお願い

イベントへの参加動員

選挙の投票事務

市政だよりや選挙公報等の配布 25.625.6

21.921.9

46.046.0

37.337.3

22.122.1

14.814.8

8.18.1

20.320.3

8.18.1

21.121.1

6.56.5

9.79.7

10.110.1

7.77.7

8.78.7

2-11  負担が大きいと感じる事業等の継続意思

継続していく　 　 改善してほしい　 　 拒否したい　 　 無回答

0 20 40 60 80 100%

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸　区

川崎区

合　計 493

83

52

59

85

53

78

83

59.2

61.5 30.8 3.8 3.8

59.3 28.8 5.16.8

57.6 35.3
1.2
5.9

56.6 26.4
1.9

3.8

15.1

62.8 26.9 6.4

54.2 31.3 6.0 8.4

62.7 28.9 6.0

30.0 4.36.5

2.4

2-12  負担が大きいと感じる事業を継続する理由

0 10 20 30 40 50 60 70 80

無回答

その他

責任があるため

行政との関係が
大切だと思うため

謝礼等が大切な収入源に
なっているため

社会的に必要だと
感じているため

90 100%N=292

78.178.1

14.714.7

53.153.1

32.232.2

3.83.8

0.70.7
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　町内会・自治会と行政
3-1  現在の活動を今後さらに力を入れたい

0 10 20 30 40 50 60

無回答

お祭り等親睦を
深めるイベント

子ども会等青少年交流、
支援活動

子育て支援活動
（パパママ世代支援）

高齢者・障がい者交流、
支援活動

資源回収・リサイクル

美化・清掃活動・
公園の維持管理

交通安全活動

防犯・防火活動

防災活動（訓練・備蓄）

N=493 70 80 90 100%

32.932.9

19.919.9

10.510.5

17.817.8

15.815.8

15.215.2

5.55.5

12.212.2

21.721.7

58.458.4

3-2  活動を進める上で不足する点や問題点

0 200 400 600 800 1000人

その他

場所

知識、手法、
経験（ノウハウ）

参加者

担い手
（スタッフ）

費用

14

109

274

690

997

315

防災活動（訓練・備蓄）

防犯・防火活動

交通安全活動

美化・清掃活動・公園の維持管理

資源回収・リサイクル

高齢者・障がい者交流、支援活動

子育て支援活動（パパママ世代支援）

こども会等青少年交流、支援活動

お祭り等親睦を深めるイベント

7070

163163

158158

6565 5454 4141

107107 5353 124124 6666 9494

133133 9494 104104 5858 116116 7272 104104 153153

9292

2727121235351111

3232151515151414 17172121

282813132727

3232 33 33 33 11111212 88 77 3030

22 00 11 00 33 22 22 11 33

252534342929

3-3  その他町内会・自治会運営での問題

0 10 20 30 40 50 60 70 80

無回答
その他

ルールを守らない人の増加
町内会内で賛同を得にくい
役員が短期間で交代する

マンション住人が会員とならない
地域のつながりの希薄化
市からの依頼事務の増加
個人情報保護への対応

活動場所の不足
会費が集めにくい

資金不足
役員の高齢化
役員の固定化
加入率の低下

辞める人が増えている
イベント参加者が少ない
新規加入者が少ない

N=493

34.734.7

35.735.7
13.413.4

26.426.4
37.737.7

70.070.0
11.611.6
9.39.3
7.37.3

27.627.6

23.323.3
34.734.7

27.027.0
19.919.9

4.54.5
17.017.0
15.415.4

6.76.7

90100%

3-4  行政からの町内会・自治会への支援
　足りない　 やや足りない　 ちょうどよい　 足りている　 充分足りている　 無回答

0 20 40 60 80 100

麻生区

多摩区

宮前区

高津区

中原区

幸　区

川崎区

合　計 493

83

52

59

85

53

78

83

15.0

21.7

17.3

18.6

7.1

13.2

19.2

9.6 33.7 34.9 8.4 12.0

24.4 29.5 9.0 16.7
1.3

1.2

34.0 30.2 7.5
3.8
11.3

30.6 40.0 9.4 12.9

30.5 25.4 11.9 13.6

32.7 26.9
3.8 0

0

0

19.2

39.8 15.7 18.1
2.4 2.4

32.3 29.2 7.5 14.8
1.2

%

3-5  町内会・自治会への支援の手法や主体

N=493 0 10 20 30
無回答

その他

特にない

他団体と連携できるイベントの実施

新任の会長に対する研修

他団体への橋渡し

加入促進に関する協力

専門知識を持った人材による運営支援

相談体制の強化

資金支援

40 50 60 70 80 100%

32.932.9
24.524.5

26.626.6

34.734.7

7.17.1

11.211.2
9.79.7

14.014.0

3.93.9

9.59.5
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中島　豪一（故）
（麻生区）

平成9年度～18年度（５期）

第７代会長

佐伯　喜世志（故）
（多摩区）

平成25年度～26年度（１期）

第11代会長

青山　清次（故）
（川崎区）

昭和50年度～53年度（２期）

第４代会長

小島　春男
（幸区）

平成19年度～21年度（1期1年）

第８代会長

島田　潤二
（川崎区）

平成27年度～30年度（２期）

第12代会長

初代会長

高　昇三（故）
（中原区）

昭和36年度～39年度（２期）

山口　武（故）
（多摩区）

平成元年年度～8年度（４期）

第６代会長

彈塚　誠（故）
（川崎区）

平成23年度～24年度（１期）

第10代会長

瀧村　治雄
（高津区）
令和２年度～

第14代会長

明石　正義（故）
（川崎区）

昭和42年度～49年度（４期）

第３代会長

大島　保（故）
（高津区）

昭和54年度～63年度（５期）

第５代会長

工藤　正興
（宮前区）

平成22年度（１年）

第９代会長

鏑木　茂哉（故）
（幸区）

令和元年度（７か月）

第13代会長

横山　央（故）
（多摩区）

昭和40年度～41年度（１期）

第２代会長

歴
代
会
長
昭
和
36
年
度
〜
令
和
２
年
度



再発見  新発見 -60年目のRe:スタート- 

再発見 新発見　～ 60年目のRe:スタート～　83

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　山口　　武 （多摩区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　吉野　辰男 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　熊倉 忠三郎 （中原区）
　　　　山本　　清 （高津区）
　　　　小島　　隆 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

平成13年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　井本　幸男 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　黒沢　一之 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

平成16年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　中島　豪一 （麻生区）
会　長　小島　春男 （幸　区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　工藤　正興 （宮前区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

平成19年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　工藤　正興 （宮前区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

平成22年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　吉野　辰男 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　熊倉 忠三郎 （中原区）
　　　　山本　　清 （高津区）
　　　　秋山　義隆 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

平成14年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　藤枝　重之 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　黒沢　一之 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

平成17年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　中島　豪一 （麻生区）
会　長　小島　春男 （幸　区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　工藤　正興 （宮前区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

平成20年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　彈塚　　誠 （川崎区）
副会長　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　長瀨　政義 （中原区）
　　　　𠮷﨑　隆男 （高津区）
　　　　工藤　正興 （宮前区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

平成23年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　吉野　辰男 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　井本　幸男 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　秋山　義隆 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

平成15年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
会　長　中島　豪一 （麻生区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　小島　春男 （幸　区）
　　　　藤枝　重之 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　黒沢　一之 （宮前区）
　　　　川﨑 善太郎 （多摩区）

平成18年度

顧　問　大島　　保 （高津区）
顧　問　中島　豪一 （麻生区）
会　長　小島　春男 （幸　区）
副会長　彈塚　　誠 （川崎区）
　　　　𠮷房　正三 （中原区）
　　　　宮田　良辰 （高津区）
　　　　工藤　正興 （宮前区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

平成21年度

顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　彈塚　　誠 （川崎区）
副会長　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　石井　康昭 （中原区）
　　　　𠮷﨑　隆男 （高津区）
　　　　杉田　　進 （宮前区）
　　　　佐伯 喜世志 （多摩区）
　　　　飯塚　　馨 （麻生区）

平成24年度

歴代役員
(平成13年度～平成24年度)
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顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　佐伯 喜世志 （多摩区）
副会長　島田　潤二 （川崎区）
　　　　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　石井　康昭 （中原区）
　　　　𠮷﨑　隆男 （高津区）
　　　　杉田　　進 （宮前区）
　　　　髙瀨　隆雄 （麻生区）

平成25年度

顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　島田　潤二 （川崎区）
副会長　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　尾木 孫三郎 （中原区）
　　　　瀧村　治雄 （高津区）
　　　　持田　和夫 （宮前区）
　　　　末吉　一夫 （多摩区）
　　　　中島　泰己 （麻生区）

平成28年度

顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　鏑木　茂哉 （幸　区）
副会長　間宮　鉦二 （川崎区）
　　　　原　　富雄 （中原区）
　　　　瀧村　治雄 （高津区）
　　　　持田　和夫 （宮前区）
　　　　濃沼　健夫 （多摩区）
　　　　角山　雅計 （麻生区）

令和元年度

顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　佐伯 喜世志 （多摩区）
副会長　島田　潤二 （川崎区）
　　　　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　石井　康昭 （中原区）
　　　　瀧村　治雄 （高津区）
　　　　杉田　　進 （宮前区）
　　　　髙瀨　隆雄 （麻生区）

平成26年度

顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　島田　潤二 （川崎区）
副会長　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　富岡　昭三 （中原区）
　　　　瀧村　治雄 （高津区）
　　　　持田　和夫 （宮前区）
　　　　末吉　一夫 （多摩区）
　　　　角山　雅計 （麻生区）

平成29年度

顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　瀧村　治雄 （高津区）
副会長　間宮　鉦二 （川崎区）
　　　　中川　　潔 （幸　区）
　　　　内田　治彦 （中原区）
　　　　持田　和夫 （宮前区）
　　　　濃沼　健夫 （多摩区）
　　　　宮野　敏男 （麻生区）
会　計　松原　清一 （中原区）
　　　　岡本　義雄 （麻生区）
会計監査　石川　　閣 （宮前区）
　　　　松本　英嗣 （多摩区）

令和３年度

顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　瀧村　治雄 （高津区）
副会長　間宮　鉦二 （川崎区）
　　　　中川　　潔 （幸　区）
　　　　原　　富雄 （中原区）
　　　　持田　和夫 （宮前区）
　　　　濃沼　健夫 （多摩区）
　　　　角山　雅計 （麻生区）

令和2年度

顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
顧　問　彈塚　　誠 （川崎区）
会　長　島田　潤二 （川崎区）
副会長　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　尾木 孫三郎 （中原区）
　　　　瀧村　治雄 （高津区）
　　　　持田　和夫 （宮前区）
　　　　三竹　隆雄 （多摩区）
　　　　中島　泰己 （麻生区）

平成27年度

顧　問　中島　豪一 （麻生区）
顧　問　小島　春男 （幸　区）
会　長　島田　潤二 （川崎区）
副会長　鏑木　茂哉 （幸　区）
　　　　富岡　昭三 （中原区）
　　　　瀧村　治雄 （高津区）
　　　　持田　和夫 （宮前区）
　　　　古谷　欣治 （多摩区）
　　　　角山　雅計 （麻生区）

平成30年度

歴代役員
(平成25年度～令和２年度)

常任理事　島田　潤二 （川崎区）
　 　 　藍原　　晃 （川崎区）
　 　 　齊木　敏雄 （幸　区）
　 　 　金井　弘年 （幸　区）
　 　 　原　　新次 （中原区）
　 　 　森　　幸男 （高津区）
　 　 　吉田　知敬 （高津区）
　 　 　庄司　幹夫 （宮前区）
　 　 　𠮷田　輝久 （多摩区）
　 　 　笠原　勝浩 （麻生区）
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川崎市自治功労賞受賞者
（昭和63年度～令和2年度）

青山　清次 （川崎区）
吉野　辰男 （川崎区）
佐藤　曻作 （幸　区）
高　　昇三 （中原区）
原　　雲平 （中原区）
大島　　保 （高津区）
町田　堯順 （宮前区）
山口　　武 （多摩区）
箕輪　芳雄 （麻生区）

第１回 　　昭和63年度

福嶋 治郎吉 （川崎区）
大根田 春吉 （幸　区）
古尾谷 盛太郎 （中原区）
宮坂　芳孝 （中原区）
相原　常二 （高津区）
宮田　良辰 （高津区）
篠田　茂男 （宮前区）
井上　金一 （多摩区）
石井 伊三郎 （麻生区）

第２回       平成元年度

片野　光雄 （川崎区）
野崎　信春 （川崎区）
和田　作造 （幸　区）
小浪　久衛 （中原区）
越水　照男 （高津区）
小島　　隆 （宮前区）
蜷木　春代 （宮前区）
髙橋 與惣太 （多摩区）
壁　　義彰 （麻生区）

第３回      平成２年度

田村　秀雄 （川崎区）
吉浜　照冶 （川崎区）
浅野　一郎 （幸　区）
小宮　金吾 （中原区）
小林 十三雄 （高津区）
中尾　治夫 （宮前区）
手塚　三義 （多摩区）
井田　敦巳 （多摩区）
中島　豪一 （麻生区）

第４回      平成３年度

佐藤　　薫 （川崎区）
青山　　一 （幸　区）
小島　春男 （幸　区）
水嶋　新三 （中原区）
遠藤　宗一 （高津区）
本間　一雄 （高津区）
石原 平太郎 （宮前区）
田口　侑司 （多摩区）
的場　　寳 （麻生区）

第５回      平成４年度

井上 和三郎 （川崎区）
石渡 與惣右衛門 （川崎区）
深瀬　政治 （幸　区）
鹿島　一郎 （中原区）
市川　昌三 （中原区）
小島　恵一 （高津区）
上村　秀ニ （宮前区）
柴田　直夫 （多摩区）
渡邊 吉太郎 （麻生区）

第６回      平成５年度

柴﨑　俊雄 （川崎区）
目﨑　長男 （川崎区）
小島　卓藏 （幸　区）
正林　フサ （幸　区）
田中　　明 （中原区）
河野　桃一 （高津区）
中野　　貢 （宮前区）
松本　利夫 （多摩区）
小島　忠衛 （麻生区）

第７回      平成６年度

小野　満章 （川崎区）
石川　義雄 （川崎区）
小林　達治 （幸　区）
村　　榮 （中原区）

木所　榮一 （高津区）
飯田　尚敏 （宮前区）
竹内　善作 （多摩区）
内山　春夫 （麻生区）

第８回      平成７年度

長谷　廣茂 （川崎区）
田邉　 吉 （中原区）
鈴木　　勇 （高津区）
長田　忠  （高津区）
北村　勝美 （宮前区）
小宅　三雄 （多摩区）

第９回      平成８年度

彈塚　　誠 （川崎区）
當麻　喜代 （川崎区）
加藤　昭一 （幸　区）
森山　信吉 （中原区）
原　　　薫 （中原区）
山本　　清 （高津区）
村野　五郎 （宮前区）
伊藤　秀博 （多摩区）
関口　鐘雪 （多摩区）

第10回      平成９年度

升田　　保 （川崎区）
菊池 政太郎 （川崎区）
金子　脩一 （幸　区）
武田　留吉 （中原区）
重田　良平 （高津区）
長瀬　勇吉 （高津区）
藤島　 雄 （宮前区）
吉澤　　豊 （多摩区）
芝﨑　　正 （麻生区）

第11回      平成10年度

鈴木 友次郎 （川崎区）
幸田　晋一 （幸　区）
小林　ナカ （幸　区）
長瀬　精一 （中原区）
石塚 卯三夫 （高津区）
猪岡 カツ子 （高津区）
持田　周一 （宮前区）
佐伯 喜世志 （多摩区）
笠原　勝利 （麻生区）

第12回       平成11年度
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榎本　利八 （川崎区）
沼田　孝夫 （幸　区）
熊倉 忠三郎 （中原区）
齋藤　美代 （中原区）
関口　　弘 （高津区）
山田　　均 （宮前区）
佐野 美智子 （多摩区）
圡方　　博 （麻生区）

第13回     平成12年度

大竹　幸雄 （川崎区）
安岡　信一 （幸　区）
小宮　雄次 （中原区）
佐保田　實 （高津区）
持田　　勲 （宮前区）
井上　　榮 （宮前区）
丸島　常隆 （多摩区）
田村　賢治 （多摩区）
渋谷 益 右 （麻生区）

第14回      平成13年度

島田　潤二 （川崎区）
渡辺　春男 （幸　区）
関　金二郎 （中原区）
西海石 寅藏 （高津区）
秋山　義隆 （宮前区）
川﨑 善太郎 （多摩区）
関口　永吉 （麻生区）

第15回     平成14年度

藍原　　晃 （川崎区）
小林　　豊 （幸　区）
八重森 秀雄 （中原区）
𠮷﨑　隆男 （高津区）
黒沢　一之 （宮前区）
横田　貞夫 （多摩区）
宮田　　一 （麻生区）

第16回      平成15年度

相澤　弘保 （川崎区）
池田　　満 （幸　区）
荻野　喜一 （中原区）
森　　　正 （高津区）
大津　三郎 （宮前区）
秦　　松雄 （多摩区）
柳島　五郎 （麻生区）

第17回      平成16年度

髙遠　正道 （川崎区）
榎本　　武 （幸　区）
𠮷房　正三 （中原区）
瀧村　治雄 （高津区）
工藤　正興 （宮前区）
岸　　　嶐 （多摩区）
山﨑　清壽 （麻生区）

第18回      平成17年度

吉沢　　孝 （川崎区）
山下　昭夫 （幸　区）
中川　義榮 （中原区）
吉田　知敬 （高津区）
比留間 輝行 （宮前区）
井田　　肇 （多摩区）
飯塚　　馨 （麻生区）

第19回     平成18年度

吉本　　亨 （川崎区）
大舘　　清 （幸　区）
石渡　顯明 （中原区）
冨田　　誠 （高津区）
大木　　豊 （宮前区）
齊藤　彌平 （多摩区）
角山　雅計 （麻生区）

第20回     平成19年度

田辺　冨夫 （川崎区）
猪股　清二 （幸　区）
遠藤　長治 （中原区）
木村　俊道 （高津区）
村野　　博 （宮前区）
井出　正彦 （多摩区）
志田　弘一 （麻生区）

第21回     平成20年度

長島　　亨 （川崎区）
大久保 金吉 （幸　区）
青木　英光 （中原区）
長谷川　功 （高津区）
川口　尊志 （宮前区）
島藤　英一 （多摩区）
渡邊　　利 （麻生区）

第22回     平成21年度

森　　　清 （川崎区）
伊藤　善通 （幸　区）
大谷　忠司 （中原区）
佐藤　　忠 （高津区）
⻆田　勝男 （宮前区）
吉岡　　巖 （多摩区）
岡野　幸雄 （麻生区）

第23回      平成22年度

村田 冨美男 （川崎区）
金井　弘年 （幸　区）
長瀨　政義 （中原区）
佐藤　健一 （高津区）
𠮷田　　茂 （宮前区）
石井 いさ子 （多摩区）
髙瀨　隆雄 （麻生区）

第24回     平成23年度
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若目田 好弘 （川崎区）
齊木　敏雄 （幸　区）
石井　康昭 （中原区）
川邉　マサ （高津区）
杉田　　進 （宮前区）
山口　秋知 （多摩区）
高橋　慶子 （麻生区）

第25回      平成24年度

荒金　　繁 （川崎区）
松山　繁義 （幸　区）
松原　清一 （中原区）
柴田 留美子 （高津区）
柴原　忠男 （宮前区）
古谷　欣治 （多摩区）
今村　嘉男 （麻生区）

第26回      平成25年度

山内　昭伍 （川崎区）
松野　順一 （幸　区）
尾木 孫三郎 （中原区）
飯島　悠光 （高津区）
竹間　重雄 （宮前区）
末吉　一夫 （多摩区）
宮口　義人 （麻生区）

第27回      平成26年度

大橋 新太郎 （川崎区）
鏑木　茂哉 （幸　区）
松本　　登 （中原区）
関口　　務 （高津区）
持田　和夫 （宮前区）
三竹　隆雄 （多摩区）
鈴木　浩一 （麻生区）

第28回      平成27年度

石神　和男 （川崎区）
高野　元雄 （川崎区）
早川　文男 （幸　区）
君和田　孝 （幸　区）
原　　庚三 （中原区）
内田　義一 （高津区）
宇佐美 善愛 （高津区）
石田　周二 （宮前区）
𠮷田　輝久 （多摩区）

第29回      平成28年度

金井　岩次 （川崎区）
江口 佐一郎 （川崎区）
佐藤　忠次 （幸　区）
樗澤　正雄 （中原区）
森　　幸男 （高津区）
田中　利男 （高津区）
鈴木　市藏 （宮前区）
村上　能立 （多摩区）
中島　泰己 （麻生区）

第30回      平成29年度

指首　梅雄 （川崎区）
深瀬 欣之助 （川崎区）
坂井　　勤 （幸　区）
中川　　潔 （幸　区）
山本　　剛 （中原区）
林　　孝行 （高津区）
吉田　　豊 （高津区）
庄司　幹夫 （宮前区）
本多　武夫 （多摩区）

第31回      平成30年度

今　　　満 （川崎区）
鈴木　榮一 （川崎区）
田中　　晃 （幸　区）
原　　富雄 （中原区）
柏木　靖男 （高津区）
石川　　閣 （宮前区）
西尾　　信 （多摩区）
井上　聰一 （麻生区）

第32回      令和元年度

間宮　鉦二 （川崎区）
荒金　嘉昭 （川崎区）
三橋　宏一 （幸　区）
桝本 公一郎 （幸　区）
富岡　昭三 （中原区）
筒井　　進 （高津区）
三堀　　忠 （高津区）
崎 八重子 （宮前区）
松本　英嗣 （多摩区）
鈴木　正視 （麻生区）

第33回      令和２年度
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川崎市全町内会連合会組織図（令和３年４月１日現在）

川崎市全町内会連合会
（事務局　川崎市総合自治会館内）

会長１名、副会長６名、
会計２名、会計監査２名、
常任理事10名、理事77名

顧問
参与

区町内会連合会
（７団体）

（事務局　区役所地域振興課）

地区町内会連合会（22団体）
（事務局　区役所地域振興課・支所・出張所）

７団体
中央地区連合町内会 （27団体）
渡田地区町内会連合会 （９団体）
大島地区連合町内会 （８団体）
大師地区町内会連合会 （25団体）
小田地区町内会連合会 （８団体）
田島中央地区町内会連合会 （５団体）
臨港地区連合町内会 （８団体）

３団体
南河原地区町内会連合会 （17団体）
御幸地区町内会連合会 （33団体）
日吉地区町内会連絡協議会 （21団体）

５団体
小杉地区町内会連絡協議会 （19団体）
大戸地区町内会自治会等連絡協議会
 （20団体）
住吉地区町内会連絡協議会 （14団体）
玉川地区町内会連絡協議会 （12団体）
丸子地区連合町会 （10団体）

2団体
高津地区連合町内会 （53 団体）
橘地区連合自治会 （54 団体）

２団体
宮前地区連合町内会 （23団体）
向丘地区連合自治会 （45団体）

２団体
稲田町会連合会 （25団体）
生田地区町会連合会 （63団体）

１団体
麻生区町会連合会 （107団体）

単位町内会・自治会
（606団体）

川崎区
（90団体）

幸区
（71団体）

中原区
（75団体）

高津区
（107団体）

宮前区
（68団体）

多摩区
（88団体）

麻生区
（107団体）

川崎区
連合町内会

幸区
町内会連合会

中原区
町内会連絡協議会

高津区
全町内会連合会

宮前区
全町内・自治会連合会

多摩区
町会連合会

麻生区
町会連合会
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川崎市全町内会連合会会員団体

◆  川　崎　区 ◆

砂子１丁目町内会
砂子二丁目町内会
宮本町町内会
宮前町町内会
駅前本町町内会
東田町内会
本町一丁目町内会
本町２丁目東町内会
本町二丁目町内会
旭町一丁目町内会
旭港町内会
堀之内町内会
榎町町内会
富士見１丁目町内会
境町町会
貝塚１・２丁目町内会
新川通町内会
小川町町内会
南町町内会
日進町町内会
サンスクエア川崎自治会
下並木町会
池田町内会
京町1・２丁目町内会
セソール川崎京町ハイライズ自治会
元木１・２丁目町内会
パークホームズグランファースト自治会
渡田一丁目町内会
渡田２丁目町内会
渡田３・４丁目町内会
渡田向町町内会
渡田新町１・２丁目町内会
渡田新町三丁目町内会
渡田山王町町内会
渡田東町町内会
小田一丁目町内会
大島上町町内会
大島１丁目町内会
大島二丁目町会
大島三丁目町内会
大島４丁目町内会

大島五丁目町内会
中島町内会
鋼管通東町内会
伊勢町町内会
藤崎町内会
川中島町内会
大師駅前町内会
大師中町町内会
四谷町内会
台町町内会
観音町内会
池上新町町内会
出来野町内会
日ノ出町内会
上田町町内会
田町二・三丁目町内会
江川町内会
殿町１丁目町内会
殿町２･３丁目町内会
塩浜町内会
塩浜３丁目町内会
大師本町町内会
大師町町内会
東門前１, ２丁目町内会
東門前３丁目町内会
中瀬２丁目町内会
中瀬３丁目町会
昭和町内会
小田中央町内会
小田三丁目町内会
小田４丁目町内会
小田五六町内会
小田栄町内会
浅田１・２丁目町内会
浅田三・四丁目町内会
京町三丁目町内会
田島町町内会
東鋼親和会
鋼管通２丁目町内会
姥ヶ森町内会
追分町町内会
浜町一丁目町内会
浜町２丁目町内会

浜町３丁目町内会
浜町四丁目町内会
桜本一丁目町内会
桜本二丁目町内会
池上町町内会
扇町町内会

◆  幸　区 ◆

幸町１丁目町内会
幸町２丁目町内会
幸町３丁目町内会
幸町４丁目町内会
中幸町１丁目都町東部町内会
中幸町２丁目町内会
中幸町３丁目町内会
フロール川崎中幸町自治会
中幸町中央町内会
中幸町４丁目町内会
南幸町１丁目都町町内会
南幸町２丁目町内会
南幸町３丁目東町内会
南幸町３丁目南町内会
柳町自治会
大宮町町内会
ラゾーナ川崎レジデンス自治会
古市場町内会
古市場１丁目町会
古市場２丁目町内会
東古市場市営住宅自治会
下平間町内会
下平間みどり会
フロール川崎下平間自治会
下平間68自治会
鹿島田グリーンハイツ自治会
古川町町内会
塚越１丁目町内会
塚越２丁目町内会
塚越３丁目町内会
塚越４丁目町内会
サウザンドシティ自治会
塚越ミレナリータワーズ自治会
河原町１号館自治会
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河原町２号館自治会
河原町３号館自治会
河原町団地４・５・６号棟自治会
河原町団地７・８・９号棟自治会
河原町団地12号館自治会
河原町団地13・14・15号棟自治会
戸手中部町内会
戸手町内会
小向町内会
小向西町町会
小向仲野町新生会
戸手本町２丁目町内会
神明町町内会
戸手多摩川町内会
オーベルグランディオ川崎自治会
ファインフィールズ自治会
北加瀬山崎町内会
北加瀬谷戸町内会
北加瀬原町内会
南加瀬越路町内会
南加瀬夢見ヶ崎町内会
南加瀬中央町内会
南加瀬原町内会
南加瀬江川町内会
南加瀬辻町内会
小倉上町内会
小倉下町内会
小倉中町内会
小倉西町内会
小倉南町内会
東小倉町内会
鹿島田町内会
パークシティ新川崎自治会
イニシア新川崎自治会
レジデンシャルスクエア自治会
ステーションスイート自治会
パークタワー新川崎自治会

◆  中　原　区 ◆

小杉町１丁目町会
小杉町２丁目町内会

小杉町３丁目町会
小杉御殿町１丁目町内会
小杉御殿町２丁目町内会
小杉陣屋町１丁目町会
小杉陣屋町２丁目町内会
等々力町内会
小杉御殿団地自治会
今井上町町内会
今井仲町町会
今井南町自治会
今井西町町会
市ノ坪上町会
市ノ坪仲町会
市ノ坪本町会
市ノ坪南町会
市ノ坪自治会
市ノ坪住宅管理組合
宮内自治会
神地町内会
上小田中橋場町内会
大ヶ谷戸上町会
大ヶ谷戸向町会
大ヶ谷戸常陸町会
大ヶ谷戸小田中町会
大ヶ谷戸東町町内会
上小田中町会
上小田中新友会町内会
上新城町内会
新城中町町内会
下新城町内会
新城中央町内会
下小田中１丁目町会
下小田中２丁目町会
下小田中３丁目町会
下小田中４丁目町会
下小田中５丁目町会
下小田中６丁目町会
木月１丁目町会
木月２丁目町会
木月３丁目町会
木月４丁目共和会
木月住吉町会

木月伊勢町町内会
井田協友会
井田共和会第１町会
井田共和会第２町会
井田共和会第３町会
井田共和会第４町会
木月住吉団地自治会
苅宿町会
西加瀬町内会
中丸子東町会
中丸子南町町内会
中丸子親交会
中丸子中町内会
中丸子西町会
中丸子共明会
中丸子橘町会
下沼部町内会
上平間第１町内会
上平間第２町会
上平間第３町会
上平間伊勢浦町会
新丸子町内会
新丸子東町会
新丸子東２・３丁目親和会
丸子通１丁目町会
丸子通２丁目町会
上丸子八幡町町内会
上丸子天神町町会
上丸子山王町１丁目町会
上丸子山王町２丁目町会
上丸子住宅自治会

◆  高　津　区 ◆

溝口第１町会
溝口第２町会
溝口第３町会
溝口本町町内会
溝口第５町会
溝口南町会
溝口第６町内会
溝ノ口駅前町会
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久地第１町内会
久地第２町会
久地第３町会
久地新田町会
久地東町会
久地西町自治会
宇奈根町内会
下作延第１町内会
下作延第２町会
下作延第３町内会
下作延中央町内会
下作延東町内会
下作延中住宅自治会
津田山町内会
久本町会
パークシティ溝の口自治会
メイフェアクラブ
ザ･タワー＆パークス自治会
坂戸第１町会
坂戸第２町会
坂戸日商自治会
坂戸住宅自治会
溝の口ガーデンプレミア自治会
梶ヶ谷町内会
梶ヶ谷１丁目町内会
梶ヶ谷２丁目町内会
梶ヶ谷４丁目町内会
上作延町会
上作延公社住宅自治会
上作延団地自治会
上作延第２住宅自治会
不動ヶ丘共同住宅自治会
不動ヶ丘第２団地自治会
上作延第１自治会
三井化学自治会
二子第１町会
二子第２町会
二子第３町内会
二子第４町会
二子第５町会
諏訪第１町会
諏訪第２町会

北見方町会
コスモ･ザ･ガーデン二子多摩川自治会
下野毛町会
末長町内会
末長光友町会
末長中央町内会
末長宗田自治会
末長南自治会
末長久保台自治会
東末長町内会
末長台自治会
末長中町町会
姿見台スカイハイツ管理組合
セブンフォレストヒル自治会
ライオンズマンション溝の口自治会
梶が谷プラザビル管理組合
新作第一町内会
新作第二自治会
新作第三新和会
新作第四親和会
新作第五自治会
市営新作団地自治会
千年町会
前田団地自治会
新前田住宅自治会
千年新町町内会
千年新町市営住宅自治会
千年住宅自治会
子母口南町内会
子母口富士見台町内会
子母口プラザハイム自治会
子母口北町会
久末町内会
久末表A住宅自治会
久末表B住宅自治会
市営久末団地自治会
県営久末アパート自治会
大谷第二団地自治会
久末つつじハイツ自治会
明石穂自治会
久末谷中自治会
鷹巣橋自治会

ルックハイツ日吉自治会
久末西住宅自治会
蟹ヶ谷自治会
市営蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅自治会
蟹ヶ谷槍ヶ崎南自治会
蟹ヶ谷清水町会
蟹ヶ谷古滝町内会
蟹ヶ谷槍ヶ崎自治会
国土交通省蟹ヶ谷宿舎自治会
南たちばな自治会
ハイム蟹ヶ谷自治会
蟹ヶ谷住宅2号棟自治会
明津町内会
野川東住宅自治会
野川中耕地自治会

◆  宮　前　区 ◆

馬絹町内会
小台町内会
有馬町会
東有馬町会
鷺沼町会
市営有馬第１住宅自治会
市営有馬第２団地自治会
市営有馬第３住宅自治会
県営有馬団地自治会
土橋町内会
宮崎町内会
野川町内会
野川台自治会
県営野川南台団地自治会
野川西団地自治会
花の台町内会
大塚町内会
宮崎６丁目自治会
梶ヶ谷金山町内会
宮前平グリーンハイツ自治会
新神木自治会
ライオンズマンション宮前平第２管理組合
宮前平ロイヤルマンション管理組合
神木本町自治会
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長尾住宅自治会
五所塚町内会
平風久保町内会
宮前平パークハイツ自治会
向ヶ丘遊園センチュリータウン自治会
エクセル宮前平自治会
平日向自治会
市営高山団地自治会
平高山自治会
平日影自治会
犬蔵自治会
菅生住宅自治会
グリーンコーポ多摩プラザ管理組合
南菅生自治会
初山自治会
菅生団地自治会
初山団地自治会
初山住宅自治会
向ヶ丘第五次自治会
向ヶ丘コーポビアネーズ自治会
南平第２団地自治会
南平台公社住宅自治会
ライオンズマンション宮前平ヒルズ管理組合
南平ハイツ自治会
コスモ宮前平コートフォルム自治会
南平みどり会
南平自治会
南平台自治会
平住宅自治会
南平町内会
グリーンヒル宮前平住民の会
白幡台自治会
白幡台住宅管理組合
長沢自治会
市営清水台団地自治会
蔵敷団地親和会
蔵敷自治会
稗原自治会
一の丸自治会
菅生台自治会
稗原団地自治会
菅生ヶ丘自治会

鷲ヶ峰西住宅自治会
市営鷲ヶ峰住宅自治会

◆  多　摩　区 ◆

堰町会
メゾンドール多摩川管理組合
宿河原町会
多摩新町自治会
宿河原東住宅自治会
宿河原四丁目町会
宿河原五丁目町会
長尾町会
登戸南武町会
登戸下河原町会
登戸南町会
登戸東本町会
登戸中央町会
登戸新川町会
登戸中部町会
登戸台和町会
登戸多摩川町会
登戸新町町内会
サニーハイツ向ヶ丘自治会
カサベルダ向ヶ丘管理組合
中野島町会
中野島住宅自治会
中野島多摩川自治会
中野島団地自治会
菅町会
明王町会
明王台ハイツ自治会
生田宿自治会
榎戸交柳会
大道町会
大道自治会
大谷自治会
根岸町会
川崎生田住宅自治会
稲目町会
松和会
松友会

松本ふたば会
東三田自治会
公社生田住宅自治会
大谷南自治会
大谷台会
ハイツ向ヶ丘遊園管理組合
多摩フラワーマンション管理組合
シティウインズ生田管理組合
東三田ハウス自治会
レイディアントシティ向ヶ丘遊園
　　　　　　　　　　　管理組合
飯室上耕地自治会
飯室中耕地自治会
飯室下耕地自治会
飯室谷町会
まみあな自治会
生田あやめ会
ともしび会
鴛鴦沼自治会
土渕自治会
東土渕自治会
生田団地自治会
センチュリオン生田管理組合
五反田自治会
生田山の手自治会
月見台自治会
生田みどり自治会
生田グリーンハイツ管理組合
寺尾台自治会
寺尾台住宅管理組合
たちばな台自治会
寺尾台パークホームズ会
大作自治会
かりがね台自治会
高見台自治会
栗谷町会
南生田自治会
つつじが丘自治会
生田ガーデニア自治会
平野町会
葉月町会
長沢団地会
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長沢春秋台自治会
長沢自治会
西三田住宅管理組合
南三田町会
三田台自治会
三田３丁目自治会
三田昭和通り町会
三田４丁目自治会
ソフトタウン生田管理組合
三田五丁目自治会

◆  麻　生　区 ◆

マイシティ新ゆり町内会
柿生駅前町内会
上麻生東町内会
亀井自治会
片平町内会
北イトーピア自治会
五力田町内会
古沢町内会
万福寺町内会
緑ヶ丘自治会
栗木町内会
日光台自治会
新百合ヶ丘駅南町内会
柿生新橋町会
市営真福寺住宅自治会
黒川町内会
はるひ野町内会
岡上町内会
岡上西町会
栗平白鳥自治会
柿生美山台自治会
興人柿生自治会
サープラス柿生自治会
さつき台自治会
小田急さつき台自治会
山口台自治会
栗木台自治会
栗木台ハイム自治会
新百合ヶ丘レガートプレイス自治会

コーポラティブハウス柿生管理組合
クレアガーデン麻生台自治会
百合ヶ丘勧交会
早野町内会
下麻生自治会
麻生台団地自治会
王禅寺町内会
ザ・ガーデン麻生台自治会
真福寺町内会
三井百合ヶ丘第三地区自治会
王禅寺みどり町会
三井山百合会
弘法の松親和会
中日本高速道路㈱百合ヶ丘社宅自治会
日生百合ヶ丘自治会
新百合ヶ丘自治会
虹ヶ丘団地２丁目自治会
虹ヶ丘３丁目団地自治会
虹ヶ丘１丁目自治会
さつき第２自治会（白山）
グリーンタウン白山ポプラ自治会
白山けやき自治会
吹込町内会
新百合ヶ丘第５自治会
新万福寺町内会
虹が丘３丁目町内会
塔之越自治会
塔之越睦会
西塔之越自治会
ラムズ自治会
東百合丘若草自治会
餅坂自治会
三井百合丘第二地区自治会
百合ヶ丘ヒルズ管理組合
百合ヶ丘ハイコーポ管理組合
サニーハウス百合ヶ丘管理組合
高石団地自治会
水暮町会
小田急分譲地自治会
百合丘一丁目町会
百合丘二丁目町会
百合丘三丁目町会

東百合丘町会
サンラフレ百合ヶ丘自治会
百合ヶ丘みずき街自治会
野村自治会
エスポワール東百合丘自治会
東百合しおみ会
サンライトヒルズ百合丘自治会
リマスポット百合丘管理組合
東百合丘さくら町会
パークハイツ百合ヶ丘管理組合
キャッスル百合ヶ丘管理組合
市営サンラフレ自治会
高石町会
多摩美町会
細山町会
三井細山自治会
内野自治会
若葉町会
四ツ葉町会
多摩美みどり町会
金程富士見会
有楽自治会
扶桑町会
千代ヶ丘自治会
千代ヶ丘町会
読売ランド前ハイデンス自治会
細山シャンボール町会
千代ヶ丘中ノ間自治会
栗美台町会
向原町会
金程町会
第２百合ヶ丘ハイツ自治会
大成建設百合ヶ丘社宅自治会
多摩美こぶし町会
ライオンズガーデン百合ヶ丘自治会
グリーンウッドの環境を守る会
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　（名称）
第１条　この会は、川崎市全町内会連合会（以下「全町連」という。）という。
　（事務局）
第２条　事務局を川崎市総合自治会館に置く。
　（構成）
第３条　全町連は、川崎市内の各町内会・自治会長を会員とし、その区連合体をもって構成する。
　（目的）
第４条　 全町連は、各区町内会連合会（以下「区町連」という。）相互の連絡を密にし、地域社会の振興発展を図ることを

目的とする。
　（事業）
第５条　全町連は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　（1） 区町連との連絡調整を行う。
　（2） 町内会・自治会に共通する問題についての調査研究を行う。
　（3） 町内会・自治会活動の円滑化を図るための助言を行う。
　（4） 市その他団体との連絡及び協力を行う。
　（5） その他必要な事項を行う。
　（理事）
第６条　全町連に次の理事を置く。
２　理事は、区町連毎に、14名以内を選出する。
　（役員）
第７条　全町連に次の役員を置く。　
　（1） 会長　　　　　１名
　（2） 副会長　　　　６名
　（3） 会計　　　　　２名
　（4） 会計監査　　　２名
　（5） 常任理事　　　10名以内
　（役員の選出）
第８条　役員は、区町連ごとに推薦された３名をもってあてる。　　　　　
２　 役員は、別に定める川崎市全町内会連合会役員推薦委員会（以下「推薦委員会」という。）により選出し、総会の承認
を得るものとする。　　　　

３　役員に欠員が生じたときは、役員会で選出し、直近の総会に報告するものとする。。
　（役員の任務）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第９条　役員の任務は、次のとおりとする。
　（1） 会長は会務を総理し、全町連を代表する。
　（2） 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。　　　
　（3） 会計は会計をつかさどる。
　（4） 会計監査は会計を監査する。
　（5） 常任理事は役員会において、会務に必要な事項を審議する。
　（役員の任期）
第１０条　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
２　欠員により選任された役員は、前任者の残任期間とする。
　（顧問及び参与等）
第１１条　会務を円滑に行うため、会長は役員会の承認を得て、顧問及び参与、副参与を置くことができる。
　（会議）
第１２条　全町連の会議は、総会及び役員会とする。
　（総会）
第１３条　総会は、定期総会と臨時総会とする。
２　定期総会は、毎年１回、会長が招集する。
３　臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は３分の１以上の理事から請求があったとき、会長が招集する。
４　総会は、理事をもってあて、委任状を含め理事の過半数の出席により成立し、議長は理事の中から選出する。

川崎市全町内会連合会会則
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５　総会の議決事項は、次のとおりとする。
　（1） 会則の改廃に関すること。
　（2） 予算を定めること。
　（3） 決算を認定すること。
　（4） 役員を承認すること。
　（5） その他、全町連の運営上特に重要なこと。
　（役員会）
第１４条　役員会は、第７条に規定する役員をもって組織する。
２　役員会は、会長が必要があると認めたとき、会長が招集し、議長は会長があたる。
３　役員会の処理する事項は、次のとおりとする。
　（1） 総会に提出する事項の審議に関すること。
　（2） その他、全町連の運営に必要なこと。
　（大会）
第１５条　毎年大会を開催する。
２　大会は、町内会・自治会長を対象として研修会等を行う。
３　大会は、永年勤続功労者及び退任役員に感謝状の贈呈を行う。
　（専門委員会）
第１６条　全町連に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
２　専門委員会委員は、役員又は理事をもってあてる。
　（議決）
第１７条　会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するものとする。
　（経費）
第１８条　全町連の経費は、会費、その他をもってあてる。
２　単位町内会・自治会は、毎年、加入世帯数に２円を乗じた額を会費として納入するものとする。
　（会計年度）
第１９条　全町連の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月31日をもって終わる。
　　　附　則
　この会則は、昭和36年12月８日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和40年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和44年８月９日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和47年８月26日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和50年８月22日から施行する。ただし、第１０条については、昭和51年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和54年５月１日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和55年７月14日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和57年７月７日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、昭和61年７月22日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、平成２年７月13日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、平成14年７月８日から施行する。
　　　附　則
　この改正会則は、平成16年７月５日から施行する。



○ 　全町内会連合会創立60周年記念誌の編集委員に選任された
ことはとても名誉なことと思い、お引き受けいたしました。
今回関わって特に感じたのは、失われてしまった過去の記録
や写真の多さです。記録や写真を後世に残していくことは、
地域の貴重な歴史を伝えていくことであり、その重要性を
意識する良い機会となりました。 金井　弘年（幸　区）

○ 　60周年記念誌の発刊にあたり、中原区の編集委員として
関わることとなりました。作業当初は見当もつかない状況で
したが、掲載する写真や原稿が集まり、「ふるさと」中原区
の内容を皆さんに紹介することができましたことを喜ばしく
思います。改めて記念誌作成に御協力くださいました皆様に
厚く御礼申し上げます。 内田　治彦（中原区）

○ 　全町連創立60周年記念誌発行にあたり、編集委員会の委員
として委員長はじめ皆様と協力し、記念誌の編集を終える
ことができました。取材にご協力いただいた方々の地元愛に
接し、予測不能な社会状況であっても地域のつながりが日々
の支えになると実感いたしました。記念誌作成にご協力いた
だいた皆様に心から感謝申し上げます。
 森　　幸男（高津区）

○ 　一隅を照らす、これすなわち国宝なりと最澄の言葉にあり
ます。本誌は、川崎市全町連と市民の60年という歴史を刻んだ
ものです。一人一人が灯す小さな光がやがて大きな光となる。
各地区の持続的に発展する姿が見えます。今の時代だからこそ、
本誌が次世代との新しい結びつきの役目となることを祈念し
ます。ありがとうございました。 石川　　閣（宮前区）

○ 　全町連60周年記念誌の委員に選ばれ、最初は不安でしたが、
スムーズな進行で、何とか役割を果たせました。原稿作成に
際し、各町内会や地域振興課のご協力に深く感謝いたします。
　 　コロナ禍で大変な時期ですが、町内会が、ますます活性化
しますことを思い、編集後記とします。
 松本　英嗣（多摩区）

○ 　川崎市全町内会連合会で60周年記念誌の編集委員に選任
されて以来、編集会議を重ねるごとに記念誌の形ができ、
各区の特徴等が具体的に見えてくることに心が躍る気分を
味わいました。
　 　従来の記念誌とは一味違った内容を見つけながら、読む
方に楽しんでいただければ幸いと考えます。
 宮野　敏男（麻生区）

○ 　全町連創立60周年記念誌の作成にあたり、各区から推薦
された委員で検討を重ね、温故知新の史料として「見やすく、
読みやすく、分かりやすく」を念頭に各区の特長を発信し、
躍動感にあふれた冊子になるよう作業を進めてまいりました。
取材に御協力いただいた皆様やサポート役の各区役所地域振
興課担当者の頑張りに委員会を代表して敬意と感謝を申し
上げます。
　 　さて、東京オリンピック・パラリンピックでのアスリート
の活躍が希望と勇気を与えてくれました。その一方で、新型コ
ロナウイルス感染が全世界を巻き込んだ災禍となり、日本では
第5波感染にさらされ、川崎市でも感染者が増大しています。
また、気候変動に伴う線状降水帯による日本列島大雨や河川
氾濫も発生し、熱海では土石流で犠牲者も出てしまいました。
このような時代であるからこそ、地域における人と人との繋
がり、「目配り、気配り、心配り」が重要となっています。
　 　この記念誌から、町内会・自治会の活動が老若男女、世代
を超えて人と人との繋がりを生み、地域の安心につながって
いることを実感していただければ幸甚であります。
　 　結びに、記念誌に携わった各関係者の御協力に深く感謝を
申し上げる次第です。　 島田　潤二（川崎区）
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