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「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の見直しの基本的考え方（案） 

に対する意見募集結果について 

１ 概要 

本市では、都市計画の基本的方向を示す「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の見直しに

向けた検討を進めています。今回の見直しは、平成２６年６月の都市計画法の改正により、決定の権限

が神奈川県から本市へ移譲され、今後は、本市の情勢を踏まえた主体的な見直しが可能となったことか

ら、現在策定中である「新たな総合計画」と整合を図ったうえで、「都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針」等の見直しの基本的考え方（案）を作成し、市民の皆様の御意見を募集しました。 

その結果、５通（意見件数１０件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに対する市

の考え方を次のとおり公表します。

２ 意見募集の概要  

題名 
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の見直しの基本的考え方（案）

に対する意見募集について 

意見の募集期間 平成２７年１０月８日（木）～平成２７年１１月６日（金） 

意見の提出方法 電子メール、ファックス、郵送、持参 

募集の周知方法 

市政だより（１０月２１日号掲載） 

市ホームページ 

資料の閲覧（情報プラザ、各区役所（市政資料コーナー）、支所、 

図書館・分館、市民館、都市計画課） 

結果の公表方法 

市ホームページ 

資料の閲覧（情報プラザ、各区役所（市政資料コーナー）、支所、 

図書館・分館、市民館、都市計画課） 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） ５通（１０件） 

電子メール ３通（３件） 

ファックス １通（２件） 

郵送 ０通（０件） 

持参 １通（５件） 

資料１ 
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４ 御意見の内容と対応 

見直しの基本的考え方（案）の内容について、賛同する御意見がある一方で、「市民の一体感の醸成

はなくてはならない視点」との御意見のほか、「災害に強い都市づくり」、「魅力ある都市づくり」など

の視点について、記載内容の追記や明確化を求める御意見が寄せられました。 

将来に向けた都市づくりの方向性を市民と共有しながら、計画的なまちづくりを推進するという目的

の実現に向けて、案の趣旨をより丁寧に示すために、一部御意見を踏まえた表現の修正や説明の補足を

本案に加え、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の見直しの基本的考え方を作成します。 

【対応区分】 

Ａ 御意見を踏まえ、案に反映したもの 

Ｂ 御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ 今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ 案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ その他 

【意見の件数と対応区分】 

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）「整開保」等の見直しの基本的考え方に関すること ３ ３ １ ３  １０

（２）区域区分の基本的基準に関すること      ０ 

合 計 １０

【御意見の内容（要旨）と市の考え方】 

（１）「整開保」等の見直しの基本的考え方に関すること 

№ 意見（要旨） 市の考え方 
区

分

１ 「整開保」に定める「都市づくりの基本理

念」において、めざす都市像として「成長と

成熟の調和による持続可能な最幸のまち か

わさき」が謳われているが、この実現を阻む

足かせとなり得る懸念要因は、川崎市民の一

体感の醸成についてである。 

地域毎にバラバラになりがちな市民の一体

感の醸成を図り、市民としての自覚と川崎市

への愛着・誇りを持つようになることが、不

可欠な基礎与件である。そうした状況が構築

できない場合、中期的には競争力を失うこと

になる。 

「整開保等の見直しの視点」に「川崎市民

の一体感の醸成」はなくてはならない視点で

あり、本案に掲げられた７つの項目に付け加

えることをお願いする。 

将来に向けた都市づくりにあたり、地域の

力を結集して取り組むことが重要と考えてお

り、本案の見直しの視点に掲げた「魅力ある

都市づくり」や「市民が主体となる身近な地

域づくり」を進めることで、都市イメージを

高め、市民が愛着・誇りをもてるようにする

ことで、市民の一体感の醸成につながるもの

と考えています。 

めざす都市像を市民と共有し、その実現に

向け、今後とも都市の魅力や地域のつながり

を高めるまちづくりに向けた取組を進めま

す。 

Ｂ
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２ 「整開保等の見直しの視点」に「災害に強

い都市づくり」が掲げられ、その取組の方向

性の中では「都市機能を維持できる防災機能

の強化」が提起されているが、大規模災害時

下における都市機能の維持や、救助・復旧・

復興等が滞りなく有効に実施されるために

は、市内移動が可能となる交通インフラが確

保されることが大前提となる。 

特に有事には、速達性、安定性、大量性、

拠点間移動に圧倒的に優れた輸送機関である

鉄道の機能確保は最重要。この点で川崎市の

都市づくりにおいては、川崎市内の地域・拠

点間を広域につないで移動できる鉄道手段が

南武線のみであるがために、鉄道網のリダン

ダンシーが確保されていないことが大きな懸

念事項。鉄道ネットワークの多重化を、「災

害に強い都市づくり」における、課題と取組

の方向性の中に盛り込んで頂くことを要望す

る。 

災害時の応急復旧対応やその後の復興の推

進において、交通インフラの確保は、重要な

視点と捉えています。 

このため、災害に強い都市づくりにおいて、

平常時から交通基盤等の防災機能を強化し、

都市全体の復旧、復興を牽引する都市基盤の

確保を図ることが必要と考えており、災害時

における鉄道や道路等の交通ネットワークの

機能確保が必要であることも踏まえた取組の

方向性として、本案では、「都市基盤の防災機

能の強化を推進する」ことを示しています。

こうした趣旨をよりわかりやすくするた

め、本案の６ページ、７ページの都市基盤の

防災機能の強化に関する記述について、都市

基盤の例示として「鉄道・道路のネットワー

ク」を加えました。

Ａ

３ 本案をおおむね支持するが、都市緑化・緑

地保全は今後の川崎市の長期的な街づくりに

とって、防災・治安上、また住民の快適性・

精神的豊かさ、川崎市の「強み」作り、住居

資産価値保全の点で非常に重要なテーマであ

ると考える。 

麻生区から幸区（加瀬山）までの地域にお

ける山林・田畑買収により多くの税金を投入

しても、市民はこれを全面的支持しこそすれ、

反対はしないはずである。 

また川崎区・臨海部では緑化や公園の整備

が続いていると理解しているが、更に緑化率

を高め、災害発生時には延焼防止の防波堤と

なるような緑化やイメージアップにつながる

緑化を進めることが望まれる。 

さらに、マンションへの緑化規制をより厳

格化し、緑被率を上げることも必要ではない

か。 

緑化・緑地保全については以上の点を考慮

頂き、政策に反映頂きたい。 

公園も含めた緑地等は、地球環境、生物多

様性、市民の憩い、防災など多様な役割を担

うものであり、本案の見直しの視点において

「緑と水の豊かな環境に配慮した都市づく

り」をあげ、様々な制度を活用した緑地の保

全、地域緑化、地域特性に応じた公園緑地の

利活用などを取組の方向性として示していま

す。 

これまでも、「（市）緑の保全及び緑化の推

進に関する条例」に基づき、一定規模以上の

共同住宅や事業所等を建設する事業者と緑化

協議を行い、全市的な緑の水準の向上に取り

組んでいますが、更なる緑化の推進は重要な

テーマとして考えていますので、現在、改定

作業を進めている「緑の基本計画」において、

臨海部や民有地を含めた都市緑化や緑地保全

について、改定作業の中で検討を行っていき

ます。 

Ｃ



4

４ 基本的な考え方のＰ５『４．「整開保」等の

見直しの視点（１）災害に強い都市づくり』

において、市民生活や事業継続に欠かすこと

のできない重要な要素である「電力･ガス等エ

ネルギーの供給体制の確保」等に関する内容

を盛り込むことを提案する。

エネルギー基盤の強靭化実現には多くの困難

な課題があり、政府、自治体、企業等が長期

にわたり一丸となって取り組む必要がある。

こうした観点から、見直しの視点『（１）災害

に強い都市づくり』の中で、政府同様に「大

規模災害に備え電力･ガス等エネルギー供給

体制をいかに確保するか」を、「分散型エネル

ギーの推進」を含め、検討することは極めて

重要と考える。

本案では、災害に強い都市づくりとして、

取組の方向性に、都市基盤の防災機能の強化

を掲げています。 

災害に強い都市づくりにおいて、エネルギ

ー施設や上下水道等も含めたライフラインの

確保は、重要なものと考えており、現在、災

害時の燃料確保や応急対策等に関し、ライフ

ライン事業者等と協定の締結や定期的な情報

交換を行うなど、多様な主体と協働・連携し

た取組を推進しています。 

このため、このような状況をより伝わりや

すくするため、６ページ、７ページの都市基

盤の防災機能の強化に関する記述について、

都市基盤の例示として「ライフライン」を加

えました。 

なお、再生可能エネルギーの活用として太

陽光発電等の導入は、非常時の自立分散型電

源として、また、地球温暖化対策としても有

効であることから、今後も引き続き、取組を

推進します。 

Ａ

５ 基本的考え方のＰ１５『４．「整開保」等の

見直しの視点（４）産業の発展を支える都市

づくり』において記載されている「スマート

シティの推進」は、民間事業者の個別開発で

は難しいため、行政が率先し導入の検討にあ

たる旨の内容を盛り込むことを提案する。

本案では、スマートシティの推進を掲げて

いますが、スマートシティの着実な推進にあ

たっては、地域課題の効果的な解決をめざし、

市民・事業者・大学・研究機関・行政など、

多様な主体が連携して取り組むことが重要で

あると考えています。 

なお、こうした趣旨について補足するため、

本案の１５ページの「スマートシティの推進」

に関する記述に「多様な主体が連携して」を

加える等の修正をしました。 

Ｄ

６ 川崎は、道路が狭く、公園や緑などが極端

に少なく感じる。こうした点は、将来の人口

減少社会において、企業の立地や住民の居住

地の選択の際にマイナスイメージとなり、川

崎は都市間競争に打ち負けてしまうのではな

いかと危惧する。これまでに駅前を中心とし

た開発を進めてきたことなどにより、人口が

増加し、川崎の魅力が向上したことは一定の

評価ができるが、長い将来を見据えると、大

規模な開発においては空間の確保や公園の設

置をより多く大胆に求めるなど、もっと厳し

い規制をかけるべきと考える。 

人口減少や超高齢社会の到来を見据え、都

市の魅力や活力を維持・向上することによる

持続可能な都市づくりが重要と考えていま

す。こうした考え方のもと、本案では、見直

しの視点において「魅力ある都市づくり」を

あげ、地域特性を踏まえた計画的な市街地整

備として、拠点等の都市機能の集積や共同化

などの土地の合理的な高度利用また基盤整備

を図ることを方向性として示しています。 

これまでも、拠点等の計画的な市街地整備

において、民間活力を活かしながら、道路や

公園、空地などの都市に必要な空間の確保を

図ってきました。今後も引き続き、持続可能

なまちづくりに向け、民間活力を活かしなが

ら魅力ある都市づくりを推進します。 

Ｄ
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７ 駅前については高層マンションが建った

り、商業施設が多くできるなど、魅力が向上

していると言えるかもしれないが、駅から離

れた交通の便が悪い地域などでは、商店街が

衰退したり、空き家が増えたりするなど、既

に問題が顕在化しているように思う。こうし

た駅から離れたような地域に対する今後の整

備の方向性をもっと明確に示すべきと考え

る。 

今後の超高齢社会を見据えると、住まいを

起点とした、市民の身近な日常生活を支える

身近な生活エリアのまちづくりの重要性が、

これまで以上に高まると考えています。 

このため、本案では、こうしたエリアにつ

いて、都市機能が効率的に集積した都市拠点

とのアクセスを向上する身近な地域交通環境

の整備を進めることや子どもから高齢者まで

の多世代が居住し多様な交流が生まれるまち

づくり、既存の住宅ストックを活かした良質

な住まいの供給、地域コミュニティの中核と

しての役割が期待される商店街の維持・発展

をめざすことなどを取組の方向性として示し

ています。 

持続可能なまちづくりに向け、これらの方

向性も踏まえながら、駅から離れた地域を含

め、身近な地域のまちづくりを推進していき

ます。 

Ｄ

８ 魅力ある都市づくりとして、地域特性を踏

まえた計画的な市街地整備を行うとあるが、

各地域の違いがもっと明確になるようなまち

づくりを期待する。もっと味わいのあるまち

があってもよいのではないか。たとえば、単

にまちを新しくきれいに造り替えるのではな

く、レトロな雰囲気を持たせるなど、今ある

建物や街並みを貴重な財産として捉え、それ

を活かしたまちづくりに取組む地域があって

もよいと思う。 

 本案では、魅力ある都市づくりとして、取

組の方向性に「地域特性を踏まえた計画的な

市街地整備」を掲げています。 

これまでも、「（市）景観計画」において、

「個性と魅力ある川崎の顔となる景観づく

り」や「地域特性を活かした身近な街なみの

景観づくり」などを基本目標とし、大山街道

地区や川崎大師表参道・仲見世地区などで地

域との協働による景観形成の取組により、地

域資源を活かしたまちづくりを推進してきま

した。 

魅力ある都市づくりには、こうした地域資

源を活かしたまちづくりも必要と考えている

ため、本案の１７ページの「地域特性を踏ま

えた計画的な市街地整備」の例示に「地域資

源を活かしたまちづくり」を加えました。 

Ａ

９ コミュニティの活性化やそのための交流の

場づくりは重要なことではあるが、そういっ

た場ができても実際にはうまく活用されてい

ない（認知されていない）ように感じる。場

づくりだけではなく、区役所等が中心となっ

た、広報・周知活動が重要ではないか。 

市民同士のつながりやコミュニティづくり

を通じた、市民の主体的な取組を促すため、

本案では、「市民が主体となる身近な地域づく

り」を掲げ、地域コミュニティの活性化や地

域が主体となるまちづくりの推進を取組の方

向性としています。 

今後もコミュニティの活性化の取組を推進

するとともに、既存の交流の場を知っていた

だけるよう更なる周知等に取り組みます。 

Ｂ
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10 交流も大切だが、交流を好まない人も多い。

そうした人が自宅から出て、買い物をしたり、

趣味などに打ち込むことは、経済的な面でも、

健康長寿といった面でも重要だと考える。そ

うした観点では、駅前にもっと多くの店がで

きたり、カルチャーセンターができたりする

とよいのではないか。さらに、川崎には大き

なイベントが行えるような施設が無い。そう

した施設を誘致して、多様なイベントなどが

開催され、多くの人が集まる明るいまちにし

てほしい。 

多くの人が集まり明るいまちとなること

は、持続可能なまちづくりをめざす上でも重

要と考えています。このため、本案の「魅力

ある都市づくり」において、身近な地域が連

携したまちづくりや地域特性を踏まえた計画

的な市街地整備などに関し、必要な都市機能

の集積や地域のニーズにきめ細やかに対応し

た拠点等のまちづくりを推進することを取組

の方向性としています。 

今後も、超高齢社会の到来を見据え、誰も

が暮らしやすいまちづくりの実現を目指し、

広域拠点や地域生活拠点等において、民間活

力を活かしながら、駅を中心にさまざまな都

市機能を効率的に配置するなどの魅力と活力

ある都市づくりに取り組みます。 

Ｂ

（２）区域区分の基本的基準に関すること 

 御意見なし 


