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第４回中川まちづくり連絡会

２０２０年９月１９日

中川西地区センター

作成 事務局 NPO法人ぐるっと緑道
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出席団体
【学校関係】
中川西小学校、中川西小PTA、中川西小おやじの会、中川西中学校、
（東京都市大学室田研究室）
【町内会、自治会】

牛久保町内会、中川西町内会、牛久保西町内会、港北ガーデンヒルズ自治
会、サントゥール中川分譲住宅自治会、ウエストエミナンス自治会、
【公園愛護会・ハマロード】

山崎公園愛護会、烏山公園愛護会、中川駅前緑地愛護会、（牛久保公園愛
護会）、中川駅前ハマロードサポーター
【公的施設】
中川西地区センター、中川地域ケアプラザ
【地域団体】
中川駅前商業地区振興会、NPO法人I Loveつづき、NPO法人ぐるっと緑道、
早渕川ファンクラブ、中川ルネッサンスプロジェクト会、早渕川・老馬谷ガー
デン運営会
【区役所】
区政推進課、地域振興課、土木事務所
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次第

１．出席者紹介

２．会議の目的、進め方の説明

３．経過報告

４．実施状況確認 / 区役所実施状況/計画
５．今後の進め方

3

都筑区プラン まちづくりの推進に向けて

まちづくりには終わりがありません。

まちを愛するパートナーとして区民や事
業者のみなさんと行政が情報や目標を共
有し、共に手を携えながら、継続的な取組
を進めていきます。
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中川まちづくりプランの実現

都筑区
都筑区まちづくりプラン

中川駅周辺地域
中川まちづくりプラン
（私たち地域の目標）

中川まちづくり

連絡会

都筑区役所

町内会
自治会 住民等 学校 各種

団体

実現協力

実現協力

5

歩行者に危険な早渕川側道を安
全化/緑豊かな早渕川西の拠点

自転車/歩行者の安全

駅周辺歩道のバリアフリー化

自転車/歩行者の安全素晴らしい緑と水の
自然がある早渕川を
散歩やサイクリング
で楽しく

専門家と一緒に緑の環境保護

専門家と一緒に緑の環境保護

自転車/歩行者の安全

都筑らしい文化の醸成

自転車/歩行者の安全

緑を楽しむ公園/緑道

・緑豊かで安全で楽しいまち！
・子供に高齢者にも優しいまち！
・地域の参加で共に作るまち！

緑を楽しむ公園/緑道

緑を楽しむ公園/緑道

中川まちづくりプラン概要
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「中川まちづくりプラン」の歩み

2016年 3月 「都筑区まちづくりプラン」改定
2016年 7月 「中川まちづくりプラン」と実現フォロー体制決定
2017年 4月 早渕川・老馬谷ガーデンのオープン
2017年 9月 第１回中川まちづくり連絡会開催
2018年 9月 第２回中川まちづくり連絡会開催
2018年12月 中川駅前商業地区の自転車減速対策実施
2019年 1月 山崎公園保全管理計画に基づく保全工事開始
2019年 3月 都筑区緑道再整備ガイドラインの制定
2019年 9月 第３回中川まちづくり連絡会開催
2020年 3月 山崎公園噴水広場の再整備
2020年 3月 山崎公園運動広場の桜の根露出対策工事
2020年 9月 第４回中川まちづくり連絡会開催

7

開催の目的

• 「中川まちづくりプラン」の再確認

• プランの実施状況と課題確認

• 新たな課題と対応意見交換

• ５年目の活動方針検討

• 今後の進め方の確認

8
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昨年の方針と活動結果

9

1.公園、緑地、緑道の魅力アップ（１）

①ガイドラインで再整備される他地区の再整備を学習
していく。

⇒ゆうばえのみち、ささぶねのみち、せきれいのみち
の再整備工事が行われた

②今年度中に行われる山崎公園の桜の根露出対策
工事、噴水広場の改修工事をウォッチしていく。

⇒桜の根露出対策、遊水広場への改修工事が2020
年3月に実施された

10
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山崎公園親水広場へ改修

11

親水広場は子どもたちに大人気

12
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愛護会と利用者で親水広場のコケ掃除

13

山崎公園運動広場の桜保護改修

14
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1.公園、緑地、緑道の魅力アップ（２）

③山崎公園里山保全計画については、２０１９年度計
画を地域応援していく。

⇒保全計画が2018年に確定し、2019年度も保全工事
が実施された

④公園、緑道の保全に、愛護会を中心に地域住民が
参加していく。

⇒愛護会が公園、緑道の保全活動に参加した。また
個人による緑道ゴミ拾いが行われ、公園、緑道がきれ
いに維持されている。

15

山崎公園里山保全計画
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山崎公園里山保全計画

17

山崎公園愛護会

18月3回の整備、ゴミ拾い
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山崎公園新しい花壇

19

烏山公園愛護会

20月1回の整備作業
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牛久保公園愛護会

21

中川ルネッサンスプロジェクト

22週3回の散水、月１回の整備作業
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くさぶえのみち入り口公園愛護会

23

くさぶえのみち牛久保西二丁目、
三丁目公園愛護会

24月1回のゴミ拾い、枝、集め
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27年間続く中川駅周辺クリーン作戦

25月1回のゴミ拾い、草取り

2.早渕川の魅力アップ

①区役所として借り続ける方針が確認されたので、ど
のように借り続けて整備するのか、区役所と協議検討
を進める。

⇒（区役所）環境創造局と公園化で話し合いをしてき
たが、これ以上公園を増やすことは難しい。区役所と
してガーデンを借り続けていく方針に変わりはないが、
予算の確保が難しいので、横浜市「緑のまちづくり制
度」を利用したらどうか。

⇒「緑のまちづくり」で助成金を獲得するには、提案と
自己資金１０％が必要。資金調達目途がないので、応
募を断念。

26
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2.早渕川の魅力アップ（２）

②早渕川・老馬谷ガーデンの魅力アップを続ける。

⇒月2回の定例活動と個人作業により魅力アップを図
り、コロナ非常事態宣言下、多くの人が散歩に訪れた

⇒HRG運営会規約を作り、運営体制ができた

⇒東急（株）の緑のまちづくり助成事業より約20万円も
の助成を受け、草刈り機、ベンチ等を購入した。

⇒HRG運営会で募金活動を実施
27

早渕川・老馬谷ガーデンの春夏
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HRGの月2回の整備作業

29

HRGの水補給は軽トラ運搬

30
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HRG 東急電鉄からの助成金

31
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2.早渕川の魅力アップ（３）

③都筑魅力アップ協議会が、区内の景観を守っていく
ことを提案。その第一歩として早渕川を含めた魅力ス
ポットの写真を集め始めたので、協力していく。

⇒都筑魅力アップ協議会が、区内の景観を守っていく
ことを提案。その第一歩として早渕川を含めた魅力ス
ポットの写真を集め始めた。

32
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3．商業地区のバリアフリー

33

①緊急重要な問題が発生すれば、対応していく。

⇒特に問題の提起は無かった

4.歩行者・自転車の安全

①西小スクールゾーン委員会から要請のあったプラン
ター１か所追加を行う。

⇒土木事務所と協議し、プランターを1か所設置し、プ
ランターを設置できない坂2か所に注意の掲示を設置

②自転車交通安全ルールを知る、守ることが重要。

行政、学校、町内会等が協力し、ルールの教育を行う。

⇒商業地区振興会と西小PTAが協力して、2月に都筑警察署
による西小生徒対象の自転車交通安全講習会を企画したが、
新型コロナ感染拡大により中止。

中川ふれあいフェスタでも都築警察による子供たちの交通安
全イベントを企画したが新型コロナ感染拡大により中止。

34
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自転車の減速用プランター設置

35

商業地区の駐輪問題の改善

36

マルエツ前の駐輪

大久保第5ビルが駐輪を許可
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5.都筑らしい文化の醸成の活動方針

①中川のまち活性化プロジェクトのように、地域の様々な
団体が連携協力し、情報を発信し、活動を盛り上げていく

37

都筑らしい文化の育成

（地域のイベント）

（2019年）
10月 中川西中コスモス祭

保育園 ハロウィン中川まち歩き

ワーク中川の「わくわくフェスタ」

11月 中川西地区センターまつり

（2020年）
1月 牛久保町内会「どんど焼き」

牛久保西町内会「どんど焼き」

中川駅前新春餅つき大会

2月 山崎公園「焼き芋大会」⇒雨天中止

4月 山崎公園、牛久保公園、都市大の

「たけのこ掘り」

中川駅周辺ではたくさんの地域イベントが開催されているが、
新型コロナ感染拡大で3月からイベントが中止されている

38

5月 中川ふれあいフェスタ
6月 東京都市大学「横浜祭」
7月 中川西町内会「ワイワイ祭り」

牛久保町内会「盆踊り大会」
8月 牛久保西町内会「盆踊り大会」

中川つながりフォト＆シネマ
（つながりフォトのみ実施）

10月 中川西中コスモス祭
保育園 ハロウィン中川まち歩き
オータムフェスタ⇒まちなかマーケット
ワーク中川の「わくわくフェスタ」

11月 中川西地区センターまつり
⇒規模を縮小し、展示のみ実施

（赤字はコロナ感染拡大で中止）
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中川ワイワイ祭りが地域共催行事に

39

毎年7月、西小グランド開催の約7千人イベント
（従来の運営）

中川西町内会と中川西小の主催で、サントウー
ル自治会、ウエストエミナンス自治会、ガーデン
ヒルズ自治会が出店

（2020年から）
中川西小と中川西町内会、サントウール自治
会、ウエストエミナンス自治会、ガーデンヒルズ
自治会が実行委員会を構成し、運営する

魅力再発見！ 中川つながりフォト

40
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41

中川駅前商業地区振興会が、8/29に屋外でのマー
ケットを実施。11月まで毎月１回開催

中川まちなかマーケット

中川のまちオリジナルソングを作ろう

42

中川のオリジナルソングづくり「中川まちプロ
（仮称）」が立ち上がりました！まちのみんなで
曲づくりをしながら、中川の魅力を感じ、伝える
オリジナルソングを作り上げます♪

• コロナ禍で今年の夏祭りや中川ふれあいフェ
スタ等、まちのイベントは中止が決まっていま
すが、様々な形でまちを盛り上げていきたい
という想いでこの企画を進めています♪
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5.ボランティア、町内会/自治会など地
域活動の担い手を増やす

①地域の様々な団体が連携協力し、情報を発信し、地
域活動のすそ野を広げていく

⇒ぐるっと緑道HPで団体の活動内容をＰＲを行った。

⇒中川西小、西中おやじの会の地域活動参加

⇒早渕川・老馬谷ガーデンの東京都市大生参加はコロナ感染
拡大でストップ

⇒中川西中ボランティア部の地域活動参加はコロナ感染拡大
でストップ

⇒ＮＲＰや中川駅前クリーン作戦へ地域企業の参加

⇒夏休みに「都筑区はあとdeボランティア」の小中高生が地域
活動に参加

43

地域活動の担い手を増やす

ぐるっと緑道×駅前振興会×西小・中おやじの会×西中ボランティア部



2020/10/14

23

地域活動の担い手を増やす

45

ぐるっと緑道+NRP
+都筑区はあとdeボランティア

中川駅前クリーン作戦（ハマロード）
まちづくりを考える会✙地域住民
ガーデンヒルズ自治会✙駅前振興会
サントウール自治会

地域活動の担い手を増やす

HRGプロジェクト
地域住民×都市大生×区役所 46
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中川駅前商業地区の活性化

①駅前商業地区振興会が従来のイベントに加え、新たなイベントを
企画するので、地域も協力していく

⇒10/26に振興会が開催した「オクトーバーフェスト」には、あいにくの
雨にも拘わらず、多数の住民が参加した。

②イベントのPRを充実させ、地域への周知を図る
⇒ぐるっと緑道が振興会と共同でハロウインまち歩き、新春餅つき大
会を行い、多数の地域住民が参加し、楽しんだ。

③地域住民が地元商店を積極的に利用していくよう、働きかけを行う。

⇒6月パレット閉鎖による商業地区の沈滞と健康増進機会の減少を
懸念し、商業地区の施設活用を呼び掛けた。

⇒コロナ緊急事態宣言により飲食店の利用者が少なくなり、振興会
はテイクアウトキャンペーンと弁当販売を実施した。中川活性化プロ
ジェクトは地域へのPR活動で応援を行った。

47

1年間の活動のまとめ

（良かった点）

・山崎公園、地域参加、連携で進展のあった1年間で
あった

（課題）

・HRGの公園化が実現不可⇒水供給などの設備予算
をどうするか

・コロナ感染拡大により多くのイベント、活動が中止に
なり交流もできなくなった。

・商業地区ではコロナにより飲食店を中心に経営が苦
しくなっている。

48
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プランで残された大きな課題（１）

49

１．緑道・遊歩道の整備
⇒「くさぶえのみち」の再整備工事については、「ささぶねのみち」の
再整備工事が完了する令和６年度ごろから実施する予定です。（土
木事務所）

⇒御意見を頂いた箇所（滑りやすい白河石歩道、階段）について現
地確認をした結果、当該地は日当たりが悪く雨期に苔が発生しやす
く足元が悪くなることが想定されるため、木の剪定を実施するなど対
応していく予定です。（土木事務所）

プランで残された大きな課題（２）

50

２．早渕川側道の改善
（第２ステップ）

・中川西3丁目の河川管理用道路の一般車通行禁止にした場合の周
辺道路への影響を調査し、早渕川の魅力アップと周辺も含めた交通
安全の観点から土地利用を検討する。

・路幅の広いところには、街路樹を植えて休憩場所を作る。

⇒ご存じの通り、河川管理道路（通路）の管理者は県となるため、区
として計画をもっていませんが、地元としての総意ということであれば、
県への働きかけも検討してまいります、また、早渕川・老馬谷ガーデ
ンは前述したとおり、暫定的な利活用となりますので、現時点で市有
地内に恒久的な街路樹を植えることは難しい状況です。（区政推進
課）
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プランで残された大きな課題（３）

51

３．歩行者と自転車の安全
センター北へ向かう道路の安全対策

⇒自転車専用レーンの整備工事については、道路の交通量、
ネットワークの連続性、事故件数等から整備の優先順位を決定
しており、中川周辺においては推奨ルートのうち、不動谷～中
川駅を整備対象路線としています。整備については、昨年度完
成した新羽荏田線に引き続き、これにつながる幹線道路から順
次を進めていく予定です。中川周辺の整備時期は、現在決まっ
ていませんが、着実な整備の推進に努めてまいります。なお、
中川～柚木間については、今後の交通量の変化等に応じて、
整備を検討してまいります。（土木事務所）

プランで残された大きな課題（３）

52
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5年目の方針（案）

53

公園・緑地・緑道の魅力アップ

①くさぶえのみち再整備は暫く先なので、急
を要する問題個所は、随時土木事務所に改
善依頼を行う。

②山崎公園里山保全計画については、2020
年度計画を地域応援していく。

③公園、緑道の保全に、愛護会を中心に地
域住民が参加していく。

54
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早渕川の魅力アップ

（第1ステップ：早渕川・老馬谷ガーデン）
・2年位かけて、「緑のまちづくり」の助成金を
得て改善を進める
・地域が協力して自己資金を寄付で集める
・応募計画の作成
（第２ステップ：河川管理用道路の安全）
・2年位かけて、中川3丁目河川管理用道路
の一般車通行禁止のニーズと周辺住民の
意識調査を港北ニュータウン研究会の学生
の協力を得て行う。

55

早渕川・老馬谷ガーデン

56
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早渕川の危険な道

57

早渕川は第2のグリーンマトリックス

58
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歩行者・自転車の安全

①自転車交通安全ルールを知る、守ること
が重要である。行政、学校、町内会等が協
力し、ルールの教育を行う。
②西小スクールゾーン委員会と連携していく

③中川駅からセンター北に向かう道路の自
転車レーン整備は、かなり先になることが分
かった。整備されるまでの間、自転車から歩
行者の安全と自転車の安全対策について先
行事例も参考にして対策検討を行う。

59

都筑らしい文化の育成

コロナ感染防止のために主要なイベントは
中止されたが、withコロナ時代における安全
安心な交流イベントを検討、実施していく

60
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ボランティア、町内会/自治会など地
域活動の担い手を増やす

前年方針を継続し、

①地域の様々な団体が連携協力し、情報を
発信し、地域活動のすそ野を広げていく。

②コロナの感染防止の為に人のつながりが
無くなっているので、屋外の地域活動に参加
を呼びかけ、地域のつながりを作っていく。

61

駅前商業地区の活性化

①コロナ感染拡大で飲食店を中心に売り上
げ減の厳しい状況が続いている。店舗には
感染防止務めてもらい、その店舗を応援し
ていく。

②商業地区振興会の活動を応援、連携して
いく。

③花と緑のまちづくり（NRP）による商業地区
の魅力を継続していく。

62
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活動方針のまとめ方と活動の進め方

63

（活動方針のまとめ方）

①原案に対する会議での意見、アンケートでの意見を
議事録にする

②ぐるっと緑道がその意見を参考にして活動方針案
の見直しを行う

③ぐるっと緑道が見直し案を出席団体にフィードバック
し、関係する団体と確認を行い、確定する

（活動の進め方）

活動方針に基づき、各団体あるいは団体が協力し、実
現のための活動を行っていく


