
 -1-

第１８回 川崎市多摩川プラン推進会議 

議事録 

■開催日時：2015年（平成27年）8月18日（月）10：00～ 

■開催場所：川崎市役所第３庁舎１８階第１会議室 

■出席者（敬称略） 

委員長   進士 五十八  東京農業大学 名誉教授 

副委員長  山道 省三   ＮＰＯ法人多摩川センター代表理事 

委員    齋藤 光正   ＮＰＯ法人多摩川エコミュージアム代表理事 

委員    寺尾 祐一   ＮＰＯ法人多摩川干潟ネットワーク副代表 

委員    佐藤 信雄   味の素株式会社 

委員    小野 貴之   富士通株式会社 

委員    加藤 純一   市民公募 

委員    北島 富美子  市民公募 

委員    新井 紀元    市民公募 

■議事録 

1.開会 

2.部長あいさつ 

3.委員長あいさつ 

4.議事 

 (1) 川崎市新多摩川プラン（案）について 

(2) その他 

5.閉会 
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以下、事務局による資料確認、説明

川崎市新多摩川プラン（案）について

【進士委員長】 事前にお目通しいただいて気になったこととか、ご意見がございました

ら、順次ご発言いただこうと思います。いかがでしょう。加藤さんから行きましょうか。 

【加藤委員】  おはようございます。資料を事前に送っていただいて、ありがとうござ

いました。 

 １点、ちょっと気づいたことなんですけれども、この１４ページの基本理念の後に、基

本目標が５つあって、その次に３０の推進施策があるんですけれども、その次の１５ペー

ジから、多分、この基本目標に対して３０の施策の一番目の内容が書いてあると思うんで

すけれども、ここのタイトルと３０の施策のタイトルが一部違うところがあるので、それ

は、例えば１５ページと１７ページが違って、全部見切れていないんですけど、施策の名

称が違うのはおかしい。 

【進士委員長】  例えば。 

【事務局】  一番最初から違いますね。すみません。 

【加藤委員】  はい。そういうところが何カ所か見受けられるので、そういうのは基本

的なことなので、それだけちょっと、見て、ぱっと気づいたことなんですけど、お願いし

ますということと、今回、ちょっと、あともう１つなんですけど、こういう形で１４、１

５ページと、３０の施策について、今度は推進事業というのが、それぞれ、３０の施策に

ひもづいてきますよね。それを一覧するようなものってあるんですか。例えば、１の「自

然と調和した美しい多摩川へ」というものの中の、この推進施策というのは、６つありま

すよね。これにひもづいているそれぞれの推進事業を１個ずつ数えていくと、全部で２９

もあるんですよ。それを補完するような、もう１枚、これと同じようなものがあるといい

んじゃないかなと思ったんですけど、今は１ページずつ見ないと、事業推進があるんです

けど、例えば、進士先生にもぜひ見ていただきたいんです。 

【進士委員長】  大項目、中項目、小項目の、小項目がないのね。 

【加藤委員】  そうですね。それはやっぱりあったほうが、時間ない方とか、目次を見

れば大体こういうものって理解できると思うので、それはあったほうがいいなと。 

 例えば、１８ページなんかを見ると、水環境の向上のところは、推進事業が９つもある

んですよね。すごいじゃないですか。これが一覧になっていると、ここってすごく力を入
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れなくちゃいけないんだとかって、一覧になっていて、一目でわかると思うんですよね。

だから、１４、１５ページに行く間に、もう１ページ、１４ページと同じようなものを差

し込まれると、すごく一覧性があっていいんじゃないかなと思いましたので、今回はそれ

だけお願いします。 

【進士委員長】  はい、ありがとうございます。 

【進士委員長】  それで、推進事業は一例だとかいう言い方をしていなかったか。 

【事務局】  いや、推進事業は、実際に事業をやっているもの。 

【進士委員長】  うん、やっているので、今後やることもあるんだと。つまり、プラス

アルファがあり得るということ。 

【事務局】  そうですね。こちらに載っていれば。 

【進士委員長】  書いてある思想でやれば、具体的にもっと増えていくんだと。 

【事務局】  はい。最終的には、ここに載っていなくても、可能性としては出てくるの

かなというイメージでございます。 

【進士委員長】  そうそう。さっき、それを事前に説明したので、今の話がつながるん

だよね。つまり、一覧表にするということは、それが全部決まりと。 

【事務局】  そうです。はい。 

【進士委員長】  だけど、これだと、まだ載っかるというわけですね。 

【事務局】  今の時点ではこれしかないので、例えば、新規事業で事業課さんのほうで

こういうものがやりたいよといったときには、こちらの思想に載っているから多摩川プラ

ンの内容に入りますよねという感じで、入れられるとして。 

【進士委員長】  だから、それをどう扱うか。今の加藤さんのは、決まっているなら一

覧にしたほうが、分かりやすと思います。ただ、それだけじゃないかもしれないという含

みを、何か残したいんでしょう。 

【事務局】  はい。意味合いとしては、こちらの内容で合っていれば、今後増えていく

可能性もあるのかなと。この１０年間の間に、事業課さんのほうで何かやりたいよといっ

たときに、この思想に入っているような内容であれば、ピックアップしていきます。 

【進士委員長】  一覧表にしたほうがわかりいいというのは事実だし、ただ、河原風景

の保全というのが、多摩川流域の風景の保全だったら大きな間違いだね。 

【事務局】  はい。そうですね。 

【進士委員長】  それで、ただ、その河原風景の保全というのは事業ではないよね。そ
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れは、全体がある個別事業の総合目標みたいなものだよね。だから、中項目はグルーピン

グした名前で政策の体系を示していて、推進事業というのは個別事業の列挙なんだよね。

その性格の違いをきちんと伝えながら一覧するようにすればいいんじゃないですかね。 

【事務局】  はい、わかりました。 

【進士委員長】  ただ、それは、僕は結構、これはワーキングのほうでなれているだろ

う、１回チェックしてほしいんだけどね。１から３０は、ものすごくわかりやすく３０個

にしたのね。３０個の重みとかバランスが、ほんとうにこれでいいのかしらとか、概念的

にダブりとか、何よ、どっちだって同じじゃないのといったような水環境をつくった一般

的なイメージが使われるからさ。だから、特に防災あたりはちょっと僕は気になっていて、

防災教育の徹底とかね。防災訓練。防災教育と訓練というのは、防災教育を学校でやって、

訓練は実地なのかとかさ。それだって同じ、ほんとうは一元的なものじゃないのというふ

うに思ったりさ。防災情報の発信というのも、防災情報を発信しないと訓練できないなと

思っていろいろするものだから、これは役所の整理があるんです、子供たちのね。 

【加藤委員】  結構、使い分けてるんですよね、防災とか、減災だとか。 

【進士委員長】  その使い分けもあるね。 

【加藤委員】  防災を教育するというのは、一体どういうことか、ようわからん表現だ

よね。 

【進士委員長】  防災教育という概念があったんでしょう。僕が今言ったのは、最終段

階までに、３０の分類の意味を、つまり、中項目は中項目の、ラウンドナンバーで１００

の桁だよと。１００か２００か３００かというのが問われていて、１２５か１２３かなん

ていうのは関係ないんだよね、この中項目というのは。 

 それで、一番最後の小項目の推進事業は、１桁台で粒がそろっているかとか、そういう

点検が要るんだよね。計画というのは、そういうことなんだよね。計画の体系って。ぜひ、

これはワーキングのほうに。 

【加藤委員】  ちょっと、すみません。ここに、基本目標が５つのとき、上に基本目標

とか入れたほうがいいと思うんですよね。それで、３０の推進施策ですよね。だから、何

かそういう、施策とかそういうのを、タイトルにはあるんですけど、表の上にそれを入れ

ればいいことなので。 

【事務局】  すみません、新しいほうは……。申しわけありません。 

【加藤委員】  新しいのは入れてる。ああ、失礼しました。 
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【進士委員長】  基本目標推進施策、それから推進事業と、ちゃんとヒエラルキーを書

いて。 

【事務局】  わかりました。 

【進士委員長】  はい。じゃあ、北島さん。何かお感じになったこと。 

【北島委員】  そうですね、まず、最初でちょっと読みたい。１ページのところ、専門

家がちゃんと書かれたので何なんですけど、これ、ずっと句読点が、最後まで、丸、一文

になっているんですけど、やはり、ちょっと読みにくいというか、わかりにくいので、幾

つかに、２つか３つぐらいに文章を切っていただいたほうがいいのではないかということ

を、まず、最初だったので、ちょっと丁寧に読ませてもらったので気がつきました。 

【進士委員長】  はい、ありがとうございます。 

【北島委員】  それから、１３ページの５つの基本目標のところなんですけど、２の災

害を考える。この、「災害時における多摩川の利活用を推進する」ということなんですけど、

大体、全体的に多摩川の活用というときに、河川敷の利用というのがわりと多くというか、

わかりやすいんですけど、多摩川の場というものと、水を使うというのが、両方の利活用

だというのが、もうちょっと、言葉にしてもいいのかなというふうなことを感じました。 

 あと、もうこれは国交省の言葉としてできていますので、１から５まで、何なんですけ

れども、美しい多摩川へとか、護岸の魅力的なところ、もう少しほかの言い方がなかった

のかなというか。美しい多摩川というのは一般的にもいえるのかもしれませんけど、美し

い多摩川というのは大事ですけれども、何か、ほかの言い方がないのかなということを、

感じました。これでももちろんいいんだろうと思いますけれども、すみません。 

 あと、先ほど出ていました１８ページの、やっぱり、水環境というと、最近、うちのす

ぐそばの生田浄水場が今度なくなるので、その関連で水資源のことをちょっとみんな見学

に行ったりとか、勉強したりする機会がありまして、やっぱり、多摩川の水を利用すると、

今、すごく遠くから水を持ってきて、こっちのすぐそばにある浄水場もやめるとか、何か

そんなことがあるので、もうちょっと水環境ということの向上を考えるならば、もっと、

それこそ多摩川の、ほんとうに目の前にあるわけですから、ここは、下水とかはあれです

けど、浄水という意味のことなんですけれども、多分ちょっとほかの計画でやっているこ

となので、ここに出てこないのかもしれませんけれども、何か、浄水というようなことと

の関連が出てこないのかなということをちょっと感じました。 

 細々ですけれども、以上です。 



 -6-

【進士委員長】  はい、ありがとうございます。今、北島さんがおっしゃったこと、わ

かりましたか。 

【事務局】  今、最後の部分の、浄水の話なんですけれども、今まではポンプアップで

伏流水を上げて浄水していたものが、市の方針としてそれが災害事業には残しておくとい

うような話をちょっと聞きかじったんですけれども、そういう話で、通常は利用しなくな

るという話ですか。 

【北島委員】  うん。向こうの、何でしたっけ。酒が匂うって書くの。 

【事務局】  酒匂川。 

【北島委員】  酒匂川。そちらから持ってくるということなんですね。この間の３.１１

のときにはトラブルがあって、そういうときにやっぱり地元の水もすごく役に立ったとい

うことがあるので、やはり防災的なことを考えることも含めても、地元の、浄水場を残し

たいというのもあるんですけれども、多摩川の水も何か残せるようなことが考えられない

のかなと。ほかにもやっているのかもしれませんけども。ほかの計画で。 

【事務局】  水道のほうには、地域の方々が、多摩川の利活用というよりは、その場所

をどういうふうに活用していこうかですとか、災害時用に井戸としてとっておこうだとか、

そういう話は聞いてはいるんですけど、多摩川のこの計画にどういうふうに入れられるの

か、なかなかちょっと難しいかなとは思ってはいたんですけども。 

【進士委員長】  上水事業は、水道事業じゃないの？ 

【事務局】  水道です。 

【進士委員長】  上水道だよね。 

【事務局】  そうです。 

【北島委員】  そうすると、全く多摩川では出てこなくなっちゃいますかね。 

【進士委員長】  多摩川には出てこない。水だけですか。 

【北島委員】  多摩川の水を使う、上水に使うという形。 

【事務局】  もともと伏流水で、井戸でポンプアップしていた話なんで、直接多摩川と

は違って、多摩川の今、水を使っているのは、工業用水では使っています。ちょっと、な

かなか入れにくいのかなとは思うんですけど。 

【進士委員長】  砧とかやっているけど、川崎市は、もう一つ、多摩川に親水水路をつ

くるときにパイプを入れているよね、放水式に。入れているんですよ。それで、せせらぎ

水路かなんかをつくっている。 
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【進士委員長】  あれは伏流水をポンプアップしているんです。それは特別な許可は多

分、国交省から得ていると思うんですよね。 

【事務局】  はい、いただいています。 

【進士委員長】  上水に使うのは、下流のほうはあまりないんですか。砧が最後かな、

東京都がとっているのは。 

【進士委員長】  砧浄水。あれは工業用水をとっているんですよ。 

【齋藤委員】  あれは今も使っています。 

【進士委員長】  あれは今でも使っているもんね。田園調布のところはもう昭和４５年

にでやめたんですけど、工業用水として使っている、まだね。 

【事務局】  はい。すいません。 

【進士委員長】  じゃ、新井さんは何か。 

【新井委員】  私は４４ページのサイクリングコースの環境整備というところで言いた

いんですけど、延伸して、整備をちゃんとしてあるんですか。これからするんですか。 

【事務局】  これからする予定でございます。 

【新井委員】  それならいいんですけど、僕、この前の日曜日、ちょっと歩いてみたん

ですよ。感じられるものが何もなかったもので。ですから、これからやられるならいいん

ですけど、きちんとやっていただきたいと思う。ただ、歩いてみて何も感じなかったもん

で。ということは、何を言いたいかというと、進士先生がおっしゃったように、持続可能

な発展ということは、現時点で満足を、必要性を満たすということが一番大切なことなも

んで、とにかく僕はそういうことが感じられなかったから、とにかくお願いしたい。 

 以上です。 

【事務局】  これから淡々と進めます。 

【新井委員】  それだけ気になった。僕はそれだけです。 

【進士委員長】  ありがとうございます。寺尾さん、どうぞ。 

【寺尾委員】  私のほうから２点お聞きしたいんです。先ほど北島さんがおっしゃられ

たように、１３ページの、例えばの話なんですけど、Ⅲ番のところに「子どもの生きる力

を育む場の創造」というところの文章の中に、実はこれ、こんなことを言ってもしようが

ないのかなと思うんですけど、多摩川プラン、新多摩川プランということですから、４行

の間に多摩川という字が入り過ぎじゃないかというような形でちょっと思うんですけども、

この辺というのは国語の話になっちゃうので難しいなと思うんですが、いかがでしょうか。
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４回出ていますね、３行の間に。 

【進士委員長】  これは「古来からの川と市民」でも通じるよね。 

私、この間、羽田から、京急かなんかがだめになったんでバスに飛行場から帰ったのね。

そしたら、こっち回ってきちゃって、東京に回っていくのが、町田に出るのが。あっちも

何かあったらしくて。久しぶりにあそこの湾岸のところを通ったけど、汚いね、やっぱり。

川崎の緑政として工業地帯をもうちょっと……。 

【事務局】  美化のほうですよね。 

【進士委員長】  緑化。とにかく、あれ、もう機能していないの？ コンビナートは。 

【事務局】  コンビナートは機能しておりますけども。 

【進士委員長】  あれね、昔は全部、銀色の、僕は化学会社にいたことがあるからよく

知っているんだけど、全部、放射を排除しなきゃいけないから、鉄管なんか熱持つから。

銀色の反射するやつ、塗料で真っ白に塗って、銀色に塗って、結構コンビナートってきれ

いだったんですよ。夜、水銀灯がバーッとついてね。だけど、今度、さびだらけで真っ赤

っか。もう廃工場になったかと。 

【事務局】  味の素さんもいらっしゃいますから、何とも言えませんけども。 

【佐藤委員】  鈴木町のところですよね。確かに研究施設なんかは新しいですけど、１

００年、操業してなっていますので、古いのだと７０年とか、そのぐらいのもあります。

全てきれいにするというところができないところもあるんですが、ただ、きれいに整備し

て、古いけど、きちっと管理するというところはやっていくべきだろうなと思っています。

例えば今先生がおっしゃったように、さびたところもきれいにメンテをしながら、古くな

ったよさというのもある。全て建て替えちゃうという考えもできないところもあります。 

【進士委員長】  工場立地法の制限もあって、やれないというのは、工場立地法の改定

をして緑化力を下げたんですよ。そうじゃないと再生できないから。それも県のやつで僕

がインタビューをやったことがあるんですけど、それはわかっているの。だけど、工場っ

て減価償却しながらも、いつもきれいにしていかないと、かえって持ちが悪いんですよね。 

【佐藤委員】  そうですよね。 

【進士委員長】  だから、あれ、もう営業していないのかなと思ったものが幾つかあっ

て。 

【佐藤委員】  おそらくどこの企業もそうかもしれませんが、見学が今受け入れさせて

いただくとなると、その辺が結構課題で、きれいにすると汚いところが結構目立ってくる
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んですね。その辺が我々としても課題で、これからどういう管理をしていくか。 

【進士委員長】  それから、今度は市のほうからいうと、工業敷地内は工場側がやるし

かないんだけど、せめてそっちの道路とこっちの道路の谷間につまんない木が植わってい

るんだ。つまんないだけ余計だった。それが、でも、さっきの話、上海から帰って、上海

はもうほんと、ひどかったんだよ。排気ガスで、毎年、僕は行っている。１０年ぐらい前

と今はもう全然違うの。ほんとに緑地帯だらけなんだよ。ものすごいスピードですよ。そ

れが北京だと、もう僕らみたいなどうでもいい木が二、三種類しか入ってないんだけど、

多様性に富んでいる。ここまで変わったかと思って、そういうのを見ていると、日本はず

っと勝っていたはずだと思っていたから、湾岸の、飛行場から、結構外国人もたくさん通

るところでしょう。外国人のためというわけじゃないけど、ちょっと寒いなと思った。あ

れ、もうちょっと何とか、再生計画やるべきだね。 

【事務局】  先生、ご存じと思うんですけども、なかなか建設緑政局だけでできるわけ

じゃないところもありまして、現在、港湾局のほうでは、港湾緑化計画を今策定中でして、

多摩川プランと同じような形で。 

【進士委員長】  あっちは港湾に入るんだ。 

【事務局】  港湾なんですね。いわゆる港湾審議会の中でいろいろ動いている部分があ

るので、なかなか我々も入っていけない部分があるんですけども、ただ、お互いに緑化と

か美化とか、そういうことをやっていくということについては、お互い、同じベクトルの

方向性を向いているということです。それにあわせて緑の基本計画のほうで、あそこは「臨

海のもりづくり」という形でしっかりと位置づけをして、産業道路から全て南側について

は緑化推進重点地区に指定をしていくという考え方を今持っておりますので、ただ、それ

をやったからといって全てがきれいなわけじゃないと思うんです。 

【進士委員長】  僕は植栽本数を増やさなくて、今、もう既に木は植わっているのね。

だから、あれにもうちょっと、工場地帯の草葉って相当ひどいのが入っているから、少し

エアレーションを、まず空気を入れて、時々肥料も入れて、日本の緑化は肥料を入れると

いう発想が全然ないんだもん。だから、肥料を入れて活力、樹木の元気さを取り戻せば成

長もばーっとするから、そうすると五、六メートル、一瞬にしてボリュームアップできる

んですよ。道路と道路の間の狭い緑地帯でも、それだけで随分変わると思う。ここの市役

所前の通りは、ほんとうによくやったと思うよ。これは見事な街路樹ですよ、日本一の。

そのくらいにきているんだから、やろうと思えばやれるからね。あれだけ目立つ場所は何
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とかしないとね。 

【事務局】  目立つところにつきましては、先ほどの緑化推進重点地区の取り組みの中

で、ご存じと思うんですが、マテバシイとかガルタ、木じゃないような木になっていたり

しますので、全て再生をしていくという考え方を持っています。下手にグリーンベルトに

ツツジ等を植えていきますと、トラックが多いもんで、信号待ちのときにごみを突っ込ま

れるんです。 

【進士委員長】  いらないよ。 

【事務局】  ですから、そういった新しい発想をやっていくことも必要だし、さらに大

師ジャクションから入ってきて、新しい川崎市の玄関が南側にできてきているので、そう

いうところをあわせると、まさに全て変えていかなきゃいけない。国道も市道も含めて連

携をしてやっていく必要があるのかなというふうに思っています。 

【佐藤委員】  先生、私も今、みどりの協働推進課さんと各企業の事業所と川崎の緑化

の活動を取り組んでいるんですけど、今まで、例えば具体的に緑化指針の１０％が確保で

きなかった事業所等も、だんだん緑化力を上げていって、そこのところをクリアする事業

所もほとんど。例えば私のところの、具体的にいくと、鈴木町の裏の多摩川の土手は、４

２年前に国交省さんから川崎市さんが占有していただいて、我々が樹木を植えさせていた

だいて、今四十二、三年目になって、あそこのところ、ちょっと暗いよとか、そういうイ

メージもあるのかもしれないですが、桜がいいというところもあったんですけど、虫の問

題とか、そういうものあるんで、マテバシイであったり。そういう形では、いろいろ今、

特に川崎市の場合はほかの市と比べて非常に緑化のところというのは力を入れられている

というのは、私は横浜市なんで、そこで感じて、今、各企業、市とも連携をとりながら、

緑化、緑のつくりというのを、力を入れながらやって、だんだん緑化率も上げている。 

 ただ、１つ、緑化を上げるということは、先ほどあったように、管理もしていかないと

いけないところがあるんですね。あとは、品質上の問題だったりとかいうのもちょっとあ

るところがあって、そういうところをクリアしながら取り組んでいるところも実情として

ありますので。ちょっとご紹介になっちゃいました。 

【事務局】  寺尾委員の、先ほどの冒頭の連絡橋のところの話については、非常に微妙

なところもありますので、従来計画の新総合計画の、その辺の流れを見ながら、もう一回、

そこはぎりぎりのところでまた対応できる話なので、そこは削らせてください。 

【進士委員長】  全体のバランスと、今言ったように、ここのプランはなるだけ保全と
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活用というものを視点に入れてね。 

【事務局】  ちなみに、アクセスのほうでは、殿町三丁目地区における基盤整備。 

【進士委員長】  何ページ？ 

【事務局】  きょうのは３０ページで、皆さんにお配りしたのは３１ページです。皆さ

んに事前にお渡ししたものでは３１ページ、きょうのでは３０ページに、基盤施設等の整

備の誘導という。 

【進士委員長】  殿町三丁目って、これか。基盤施設等の整備って、基盤施設なの、そ

の橋は。 

【事務局】  も含めてですね、それは。 

【進士委員長】  インフラなのね。三丁目の「チョウ」の字が違っているんですよね。

直ってないよ。三丁目の「チョウ」は町じゃないだろう。田んぼ、いらないだろう。私、

古いほうを見ている。 

【事務局】  すみません。その後もいろいろやっていたもんで、申しわけありません。 

【進士委員長】  事前に配ると大変なんだよな。加藤さんに言われたから、しょうがな

いから配ってるんじゃないの。 

【加藤委員】  事前に読んでおかないと、いい意見、言えないから。その場ではやっぱ

り。 

【進士委員長】  だけど、もうちょっと、見た目ではなくて、本質的なところのご発言

ないですか。 

【加藤委員】  施策が決まったところで言うのもちょっと何となく、ちょっとずっと思

っていたことなんですけど、今回ここまでいい資料ができて、前回と見比べたあれで恐縮

なんですけど、古いやつでいうと３７ページ、ホームレスの、何ページになるんだろう、

３６か。１ページずれていますね。前の視察のときも、結局、資料でお配りいただいたこ

ちらのほうにも、前の施策でも書かれていることではあるんですけれども、多摩川推進プ

ランで、ほんとうにホームレスのことを書くのはいいことだと思うんですけども、例えば

推進事業の中に、巡回相談とはいいと思うんですけど、自立支援施設であるとか、支援者

ネットワークの拡大であるとか、アフターケアとかっていうのは、多摩川推進プランの理

念とか目標とかとはちょっとずれると思うんです、はっきり言って。これは社会的なこと

とか、県とか、もっと大きいところの話であって、例えば３０の施策をものすごい、いろ

んな事業施策も含めて何年かかけてみんなでしっかりやっていったと。いろんな施策が消
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えていくじゃないですか、事業施策が。多分、このホームレスの問題って消えないと思う

んですよね。世の中が、ほんとうにホームレスがなくなるような時代にならないと。そう

すると、多摩川プランでほんとうに扱うべき課題ではないような気がするんですよね。こ

れ自体をなくすということではなくて、項目の事業推進の中身をちょっと削るとかをして

も、私はいいんじゃないかなと思うんですよね。爆弾的なあれかもしれないんですけど、

巡回施策とか、そういうのはとてもいいことだと思うし、そこに気をかけていますとか、

今までのやつはホームレスの人が犬にえさをやっているからどうのとか、いろいろ書いて

あったんですけど、自立支援をするとか、そういう突っ込んだところというのは多摩川プ

ランではないと思うんですが、そこをちょっと最初に討議というか、幹事会の皆さんとい

うか、市のほうでご検討いただけないかなと思いました。 

【事務局】  ホームレスの方を誘導して、どちらかにといったときには、受け入れ施設

がしっかりしていないとお話もできないという状況がございまして、国土交通省のほうと

健康福祉局のほうでホームレスの方に巡回しながら、こういう施設があるので行きません

かというお話を差し上げているところで、そういうものがないと、基本的には、その方に

もお話ができないということで載せているものでございます。 

【加藤委員】  例えばそれであれば、載せ方をちょっと、自立支援であるとか、それは

多摩川プランでやることではないと思うんですよね。 

【進士委員長】  だから、今、健康福祉局がやっているんでしょう。 

【事務局】  そうです。 

【進士委員長】  建設緑政局ではないんですね。多摩川プランは、彼らの理解は、彼ら

のほうが正しいんでしょう、今の件は。つまり、市の総体でやっているプランなんですよ。

だから、彼らの所管ではないことも入れないと。つまりバーベキューと同じで、いい環境

の多摩川を維持し、利用し、市民に提供するために、若干問題ですね、具体的な課題です

ね。課題の解決もしないとトータルなものにはならないので入れていると、こういう理解

ですね。だから、これがメインではないんだと。多分、言葉では、ホームレスの自立支援

というけど、多摩川プラン風にいうと、ほんとうは排除なんだよ。ホームレスの排除なん

だよ。 

【加藤委員】  やろうとしている意味はわかるんで、例えば言葉の書き方とか。 

【進士委員長】  だけど、排除とは書けないでしょう。 

【加藤委員】  私は、排除とかっていうことではなくて、そういう関係性があって書い
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ているのはよくわかくので、であれば、そこに橋渡しをしていますとか、項目で、自立支

援ってやっちゃうのと。 

【進士委員長】  だから、橋渡しじゃなくて、健康福祉局がやっているわけだ。だから、

健康福祉局がやっているプランも、これには入ってる。多摩川プランというのは、多摩川

施策推進課が調整課なんですよ。 

【加藤委員】  そうなんですね。 

【進士委員長】  だから、そこの理解が違うの。つまり事業課だけではなくて、事業課

でもあるんだけど、調整課でもあるので、他部局がやるべきことも多摩川総体に関するこ

とは全部入れているわけです。だから、ここに書いていないと他局側は逆に困ると。これ

があるからやれているんだと、仕事がやれると。 

【加藤委員】  私みたいな一般市民からすると、そういうところの勘違いをされる方も

あると思うので、そういう書き方とか、ホームレスの自立支援を否定するとか、排除する

とかという話ではないんですけど、そこの書き方の部分とか、どうなのかなと。 

【進士委員長】  昔から川というのは、平安時代から河原ものの世界は、ホームレスは

河原なんですよ。これは日本の文化なんです。 

【加藤委員】  じゃ、そういうのも書いておいて。 

【進士委員長】  河原だけが無税の地なんです。だから、最悪の状態になった人でも生

き延びれるのは河原のおかげなんです。公園もそれに近いところがあって、公園も誰でも

いれて、２４時間いれているんですよ。それは健常な人にとっては変な人だと言うかもし

れないが、皆さんも、あした、そうなる可能性はなくはない。 

一般市民にとってはちょっと迷惑な話だし、河川の景観からいうと、どう見てもブルー

の独占的な利用というか、確かに目立ち過ぎるね。鉄道を通っても、堂々とやっているん

だね、遠慮深くなくて。なもんだから、非常に気になるところなんだけど、社会全体から

いえば、一定のそういう人は出ざるを得ないので、そこへの愛情は抜けないということで

しょうね。 

【寺尾委員】  大師橋の下にはかなりブルーシートの新築の家があるんで。そこではあ

まりやらないでくれって、先方からのリクエストがあって、別のところでちょっとやった

んですけど。 

【進士委員長】  僕は、あれは、子供のころ、ああいう問題も起こっていることを避け

ようとする教育はよくないと僕は思っている。ああいうふうになっているのはなぜかとい
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うことを、それをどうやって助けていくのか、そういうことは社会の共通課題にしておか

ないと、あれ、役所の中の組織も悪いんだね。ああいうのを支援するのは、ある部署があ

って、それ以外はみんな排除していくでしょう。特定の部局ができた途端に、そうなるん

だよな。そこは難しいところだね。公園屋さんは、比較的、こういうことについてすごく

対応してきたわけ。ベンチを見てごらんなさい。長いベンチの間に、こう、ひじ掛けがあ

るでしょう。寝られないようにするんだよ。もうみんな涙ぐましい努力しているんだよ。 

【山道副委員長】  いや、そういう問題じゃない。要は、あそこに畑をつくったり、大

田区のほうはブリーダーかなんか、やっているでしょう。六郷橋の反対側は、あそこで商

売やっているんですよ。犬とかを繁殖させる施設をつくっていて、集落ができている。多

分そういうところまできだすと、これはもう明らかに河川法の違反でもあるし、だからそ

ういうことに広がるのを、どこら辺の瀬戸際でとめるかというあたりだろうと思うんだよ

ね。排除ということは、やっぱりちょっといろいろと問題があるということであれば、つ

まりそういうことなんですよね。だから、ある一定のセーブをしておかないと、どんどん、

彼らはしたたかだから、ほんとうに。それは全国的にそういうことはありますよね。 

【事務局】  １０年ぐらい前、殿町の堤防のところに犬をやっぱり１０匹ぐらい飼って

いる方がいて、ホームレスの方ですね。それがうちのほうも一緒に、お話に何回か伺った

記憶があります。 

【北島委員】  何人ぐらい把握されているんでしょうか。河川敷で。 

【事務局】  資料は国のほうからいただいてはいるんですが、すみません、本日はお持

ちしなかったんですけれども。 

【齋藤委員】  ちょっと追加してもらいたいのは、４１ページです。サイクリングコー

スが出ているので、マラソンコースとなる避難道路、この避難道路をゾーン上、きちっと

図面化してもらいたい。この避難コースは、どこからどこまであるのかというのが、あん

まり住民の人は知らないんですね。自転車の人は５０キロ、６０キロでも走っちゃうんだ

けど、ここのコース、結構散策している人やマラソンしている人や、いろいろいらっしゃ

るんで、トイレもあるし、水飲み場もあるので、もうちょっと親しみやすいコースにして

もらいたいなと。マラソンコースね。マラソンコースに今度しようとしている避難コース

をもうちょっと図面化して明確してもらえるとありがたいなと。サイクリングが危ないか

らといって、下を歩かせるように僕らは指導しているんです。下を歩くときに、見晴らし

は少し悪いけども、下を歩きなさいという調整をしている。ちょっとこれを図面化してい
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ただきたい。 

【事務局】  現在、供用開始しているところと、予定はなかなか、今後の予定ぐらいの

感じで。 

【進士委員長】  正式のコースをつくるということでしたっけ。 

【齋藤委員】  利用したいなと思ったものですから。 

 それから、１０月５日にジャカルタの清掃グループが多摩川へ来るんです。ジャカルタ

というのはお掃除するという文化がないというんですね。多摩川をどういうふうにきれい

にしたのか、多摩川をどういうふうにお掃除して今きれいになっているのかを見たいとい

うんです。 

【進士委員長】  ジャカルタの、川の人？ 

【齋藤委員】  ジャカルタ清掃クラブっていって、渋谷区の小学校とか回ったり、渋谷

区長と会ったりして。多摩川をねらったのはどうしてと聞いたら、ホームページで見たと

いうんです。ホームページで清掃活動をやっているせせらぎ館の活動にぜひ参加したいと

いうのがきまして、実際に一緒にお掃除して、その後、三、四十分レクチャーしようとい

っているんですが、多摩川のすばらしいところをぜひ見ていってちょうだいとお話しして

いる立場上、このプランの中に、清掃という点では全くないですよね。何かちょっとその

辺を取り込めないかな。それは当たり前じゃないかと言われちゃうと、それっきりなんで

すけど、できれば、３３ページあたりの管理水準向上、この辺に、結構清掃活動をやって

いるんですよ、定期的に。多摩川全員清掃活動の日とかなんかってやっているんで、こう

いう取り組み、文化というのが河川敷にあるんだというのをとってほしいなというのが僕

の希望です。 

【進士委員長】  よくやっているね、自治体によっては。上流から下流まで全部総出で

やるとか、そういうのはあるの？ 

【事務局】  やってます。何万人も参加して。 

【齋藤委員】  僕らは源流に行ったときに、終わった後、みんなでお掃除しようとか、

こういう文化が日本にあるよということです。 

【事務局】  新しいほうで、３８ページに、イベントという形になっているんですけど、

多摩川美化活動の推進というフレーズがあるんですけど、イベントじゃなくて。 

【進士委員長】  環境整備に近いんでしょう、環境美化とか。 

【事務局】  そうですね。 
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【齋藤委員】  その辺をもうちょっと強調してほしいな。 

【進士委員長】  いいですか。じゃ、佐藤さん。 

【佐藤委員】  佐藤です。よろしくお願いします。私が気になったところの部分は、施

策の中で、どれも重要項目なんですけど、特に私はⅢの子どもの生きる力を育む場の創造

というところで、２８ページなんですけど、工場見学に来られたときなんかも、保護者の

方とかを含めて、多摩川は昔に比べると、ウナギが戻ってきたり、アユがいたり、結構き

れいになっているところをご紹介すると、ええ、そうなんですかと。結構、多摩川のこと

を昔のイメージで、保護者の方の親、だから、おじいちゃん、そういう人たちがそういう

イメージで伝わっちゃっているところがあって、今度、多摩川を守っていってもらったり

とか、より継承してもらうのは、これからの子供のところなんで、特にそういう子供のと

ころを、昔のイメージはもちろん改めたところを払拭して、今きれいな状態、これからも

そういうところを担っていってもらわないといけないところがある中で、その辺を、力を

入れていくべきなんだろうなというふうには感じているところがあります。我々も今、排

水処理施設というのを新しくして、こうやって水は汚さないようにきれいにしていますと

いうことで、多摩川に興味を持ってもらったり、こうやって水を浄化して出していますと

いう形とか、そういうきっかけづくりの社会科見学の一環としても今後取り組み予定なん

です。そういう子供たちに知ってもらったり、保護者の人に知ってもらうというところで、

環境情報の発行というのが２８ページのところにございますよね。これは今、私の認識不

足かもしれないんですが、ホームページ上とか、そういうところでも発信はされているん

でしたっけ？ 

【事務局】  はい。 

【佐藤委員】  そうしましたら、その辺もＰＲして、いわゆる紙媒体とか、結構、あん

ま見ないで、気軽にどこどこで見える形を、より情報発信する場をもっと紹介しておいて、

そういった環境の状況だったり、こういうことをやっているよと興味を持ってもらうよう

なところで、やっているところであれば、そこのところも含めて書かれていたほうがいい

のかなというところがちょっとありました。よりそれを知ってもらう機会が増えるのかな

と思いますし、あとは、推進事業の上段の、一番上の研究所の施設を用いたというところ

がありますよね。 

【佐藤委員】  うちだけじゃなく、ほかの企業のところなんかでも、施設なんかを使っ

て環境教育だったり教育学習なんかもされているところも出始めているところがあると思



 -17-

うんですね。だから、研究所というところで言及して書かれるか、例えば各施設というよ

うな形で書かれるか、そこのところは今の実態に合わせてこういう表現をされているのか

なと思ったんです。ちょっとそこが少し、自分の気になったところです。細かいところで

申しわけございません。 

【進士委員長】  僕はすばらしい、大事なことを伺ったと思いますよ。信金とか、昔か

らいろいろこのプランで地元の企業に参加していただくようにしたんだけど、今、佐藤さ

ん言われたのはとても大事なことで、水質浄化の高度化が随分進んでいて、多分、味の素

だけじゃないでしょうから。そういうのは、ほんとうに企業の地道な努力は意外と伝わっ

ていかないものだね。企業は悪だというときは伝わるんだけど、企業は善で、いろんなこ

とをやっているだけど、本当に伝わっていかないんだよね。企業は自分でやっても、自分

でいっているんだからという、ＰＲっぽく聞こえるしね。これは結構大事だね。こういう

多摩川をよくする活動をきちっと表彰する、市の側で。そういう制度をつくる。 

【佐藤委員】  当たり前のところを紹介している、みんなの財産を汚しちゃいけないと。 

【進士委員長】  でも、とりあえず、僕は今、ちょっと大事ないろいろ戦略を考えてい

まして、川崎は研究所も、今言ったように、民間企業の研究所がたくさんあるんだよ。市

の研究所より高度なんだよ。それを使わせてもらうネットワークをつくらなきゃいけない。

だから、最後のネットワーク、これからのプランの推進のためにということになるか、あ

るいは企業と育む環境づくりと書いてあるでしょう、つながり云々で、第５章かな。その

両方にかかわると思うんですが、前からこれ言ってきたんだけど、今回薄まっている。企

業との連携というのはすごく大事で、川崎は、先ほど言ったように、歴史的に多くの企業

が立地して、工場から研究機能に転換したりいろいろして、公害から公害対策が進んで、

むしろ環境基準が変わってくる大きな流れがあるので、そこへ注目しなさすぎたね。さっ

きの工場からきた車でもそうだったけど、随分新しくやっているところも幾つも見えてい

たでしょう。さびている横に、多分１０年以内にがらっと変わってくるんだろうと思う。

そういうことを考えると、むしろ積極的にそれを推進する施策がいると思う、この多摩川

プランには。多摩川のよさというのは、今まで大体、上流部があって、だんだん河口のほ

うは悪くなっているイメージがあったけど、干潟から始まって、寺尾さんたちの活動で、

非常に河口部がむしろ、環境上、脚光を浴びるようになったわけです。ただ、脇に、今言

った工場地帯があって、そのイメージが非常にある。そこをさっきの総合プランでもやる

んだったら、ここでも、そういう水質絡みの話とか、それから富士通でしたっけ。 
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【小野委員】  そうです。 

【進士委員長】  環境教育の植生調査、ああいう活動をもうちょっと積極的に受け入れ

る項目がほしいね、柱として。さっき加藤さん言ったように、僕はこれをくっつけて、く

っつけてばっかりで小さくて、変えないとしても、何か組み換えて、少しそこを強調する

ようなことを考えたらどうですか。僕は佐藤さんが味の素のために言ったんだと思ってな

いか。全てのことです。 

 それからもう一つは、企業の研究所が見学なんかを積極的に受け入れて、教育を考えて

いるわけですよ。一種のユーザーに対するサービスというかな。だから、学校教育も、こ

れだけ企業の研究所が立地している川崎にとっては、学校の先生がつまんないことをやる

より、ずっと高度なことを学べるんだから、それを活用すべきなんだよ。ここでいう環境

教育というのは一般的な環境教育じゃなくて、もうちょっと広げた、多摩川もあるし、多

摩川の流域にある企業の研究所のそれぞれ特化した専門的な能力というか、そういう場所

があって、それを勉強するのは、その子供たちとっては、ある種、キャリアデザインとい

うか、キャリア教育なんですよ。将来どういう仕事をやりたいかという。１３歳からのハ

ローワークだから、それをやっておかなきゃいけないんですよ、それは市民教育としても。

そういう意味で、企業側によるんじゃなくて、市民側によっても大事なので、少しそこは

強調してやったらどうですか。 

【事務局】  ３９ページの２９のところに、企業と育む環境づくりというフレーズがご

ざいまして、こちらについては、うちがどこまで踏み込めるかというのは非常に検討して

いるところではあるんですけど、企業さんのほうで清掃活動をやっていたり、そういう施

設をきれいにしていただいたり、協力してくださっている企業さんも結構いるので、その

辺をうちのほうのホームページにどれだけ載せられるか、載せることによってみんなにＰ

Ｒできるので。 

【進士委員長】  だから、市の環境部門のホームページにリンクできるようにしたほう

がいいよ、積極的に。 

【加藤委員】  この方針なんですけど、今、味の素さんというか、佐藤さんおっしゃっ

たやつで、例えばどこの施設でどうとか、どこのホームページがどうとかということ、例

えば１個を載せるとするじゃないですか。前も言ったと思いますけど、よくこの多摩川推

進プランだと、二ヶ領せせらぎ館とか、防災センターとかっていう固有名詞はよく出てく

るんですけど、例えばＣＳＲのページを見ると、私なんかからすると、事業推進でＣＳＲ
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をやっている企業はどこなのかと一覧を載っていたほうがいいなとか、あとは、３８ペー

ジでいうと、各種スポーツ大会の開催とか、いろいろ載っているんですけど、それは各種

の名称を載せたほうがいいんじゃないかとか、１個載せ始めると全部載せなくちゃいけな

くなっちゃうじゃないですか。だから、これは事業推進の名前だけぼやっとして書いて、

あまりそういう細かい施設名だとか、大会名だとか、何かのホームページだとか、そうい

うのは載せないものにするのか、方針だけを載せるのか、それとも今佐藤さんがおっしゃ

ったようなものも、研究施設はどこなのか、一覧を載せるべきなのかとかっていう、その

方針を最初に決めておかないと、あるページは写真も載っているし、あるページは会館の

名前も載っているしとかっていうような、すごくページももったいないし。 

【進士委員長】  多分、事務局は、公的なものは載せていている。 

【事務局】  そういうことですね。 

【進士委員長】  それは、どちらの考えが正しいかという議論じゃなくて、こういう委

員会でそういう議論をしていただければいいんですが、先ほど言ったように、川崎市の特

性というものに踏まえるべきなんですよ、いつでも。ほかの自治体ならやらないかもしれ

ないが、川崎はずっとそういう研究所、昔は工場の立地があって、そういう産業都市とし

て発展してきて、もちろん、反面、ネガティブな公害問題というのもあったんだけど、そ

れをクリアしてきて環境対策をやって、技術革新もやって、今度は研究機能を、全体的な

首都圏の中で位置づけが変わっていった。研究機能が強化されて、そういうインテリジェ

ンスシティみたいなものに性格上なってきて、だんだん発展しているわけですよ。そこが

川崎市らしいんですよ。そういう財産は、企業だって市民、法人市民なんだから、市から

いえば。法人市民も一般市民も市民なんだから、市民でいい財産があればそれは共有して

活用させていただこうと、国の川だって活用させてもらおう、そういう精神だから、そこ

は積極的にやっていい。ただ、一覧表にうちが抜けているじゃないかという苦情がくると

いうのは、みんな心配する。それは後でもいいし、例えばで書いておけばいいんだよ。例

えば味の素などと書いておけばいいんで。文句言ったら、次に追加しますからと言えばい

いんだよ。だから、妙なところで１００％、無謬性、間違いはないということを追及しす

ぎたのが過去の自治体行政だから、積極的にむしろそういうのを生かさないと、財政力も

元気さも持てない時代ですから、いいんですよ。今言ったように、などとか、例えばで入

れていけば。むしろそういう全体のイメージを伝えないとだめですよ、市民に対して情報

を。どうぞ。 
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【佐藤委員】  私、先ほど言ったのは、明確にいろんな施設を書いてくれるということ

じゃく、むしろ親のところで、研究所と言及しちゃうと、その研究所だけになっちゃうか

もしれないので、いろいろな機会の場が、もしかするとあるんですね。例えばうちでいく

と、今度立ち上げるので、環境の見学コースといったようなところもあったりとか、いろ

んなことを調べるといろんなことがある場合があるので、ここであまり固有名詞で研究所

というと、工場は違うのとなっちゃうので、親としておいたほうが、ここでは親という言

い方はあれですけど、ホームページで何かを見ると、さっき言われた表現で、などという

日本語をうまく使うところで、別に漏れていても平気なような形とか、そういうところで

見てわかるような形をとっておられるほうがいいのかなという意見だった。ここで、もう

はっきりしてということじゃないです。 

【進士委員長】  要するに、多様な資源があるということでまいるということだね。企

業もあれば、学校や公的なものもあれば、市の研究所もあるし、いろいろなものを生かす。

専用の研究所だけじゃなくて、工場についている見学コースとかね。 

【事務局】  わかりました。 

【進士委員長】  それでよろしいですか。小野さん、どうぞ。 

【小野委員】  先ほど推進事業のリストのお話が出たかと思うんですけども、できれば

なんですが、見開きのページに、上流の多摩区から河口までの地図を書いて、ここでこう

いう事業がやられていますよというようなことがぱっと見れるようなものができるといい

かなと。ただ、中身を見ますと、流域全体にわたるような事業なんかもたくさんあります

ので、その辺は表現が難しいというか、工夫が必要になるんじゃないかと思うんですけど、

市民の方にとって、私も川崎に住んでいるんですけど、自分の住んでいる近くにどんなこ

とが行われているかというのが非常に、これを見るとわかるような形になるといいと考え

ましたので、表現は難しいのかもしれませんが、ご検討いただければと思います。 

【進士委員長】  イラストマップなんかで、多摩川というのは意外といろんなものがあ

ったり、ここにトイレがあったり、ここに歴史の碑があったり、いろんなものがあるとい

う、多摩川全体、川崎市側にとって多摩川が、市民が入っていっても何かよりどころがい

っぱいあるんだよというのを伝えるべきだという、そういうこと。さらに、そこにこうい

う新しい事業もこれから入りそうだという、それをどのぐらい入れるかはちょっと難しい

ところだけど、全体像をなるたけ市民に見せれたらいいねというお話ですね。それは、そ

のとおりだね。大変そうだけど。 
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【事務局】  一番最後のページで、全体として位置が確定しているものを期待するよう

な形を考えても、ありかなと。ここに入れちゃうと、かなりページを使ってしまうので。 

【進士委員長】  多摩川は長いからね。 

【小野委員】  最後に見開きで１つ入れて、こういう事業が今ありますよというのを。 

【進士委員長】  あるいはそういうのをこれからつくるというのにしておいても、事業

では。レポートを完成したときにはちょっと無理だろうから、この中にそういう市民に、

あるいは学校の子供とか、それの大きくしたのは、どの学校にも多摩川の河川敷の絵があ

って、ここで何があるとか、水辺の学校がこことここにあって、こんなこともやれるとか、

さっきの鈴木町に行くと、こういう見学ができて、こんな勉強ができるとかって、そうい

うメニューだね、プログラムを一覧にした絵をつくるという事業にしちゃう。予算化して、

いずれ。ここには、そういうことをやろうということだけを書けばいい。今、小野さんが

言われたのは。 

【事務局】  必要性のところに一旦入れといて。 

【進士委員長】  今後、さらにプランを推進するためでしょう。だから、多摩川プラン

を推進する、優先ではないだろうけど、どこでもいいや、考えてみて。 

【事務局】  はい。 

【進士委員長】  そういう情報提供をなるたけして、それからさっき佐藤さんも言われ

たように、子供が、おじいちゃん、おばあちゃんから、公害とか、ひどいことを、水質汚

濁ばっかり聞かされているから。どっかの市長も言ってたから、いつまでもおわびさせち

ゃいけないと。今はきれいだと、こんなにきれいな多摩川になったというアピールもしな

きゃいけないと、そういう話だね。水質というか、多摩川はよみがえったという言い方を

みんな新聞ではやるから、多摩川の現状なんかを昔と比較して、こうだというのは、どこ

にできるかもね。 

もうちょっと積極的に、今言ったような多摩川を共有するという、そういう話。どうで

しょう、そういうのを例えば提案したとして、乗りそうですかね、企業は。 

【佐藤委員】  ただ、我々、先ほど水を使わせてもらって、水をきれいに戻すというの

は当たり前のことで当たり前のことをやっているということがあるので、きれいにしてい

ただいたのは、市民の方だとか、そういうところの部分のところなので、そこのところで、

我々の力なんかは全然なく、当たり前のことを当たり前のように。 

【進士委員長】  今までは当たり前のことをやってなかったんだ。だから、僕ら、日本
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水大賞をやっているんだけど、あれでは経産大臣賞をつくっているわけですよ。それはそ

のためなんですよ。だから、企業のトップがそこを意識しないと、どの企業にも、環境担

当者がいても、一生懸命やっているのは承知していますよ。問題は、トップなんですよ。

トップが、これは大事な仕事だと意識してもらわないとだめで、私、今、いきものにぎわ

い企業活動コンクールという審査委員長をやっているんだけど、これは生物多様性だから、

なおさらぴんとこないんですよ、企業は。でも、今は何回もやってきて、銀行の頭取クラ

スがちゃんと表彰式に出るようになりました。やっぱりトップの姿勢を少し変えるには、

そういうやり方しかない。そういう場ですね。ぜひ研究してください。 

 すみません、次が、京浜河川のほうにお願いしたかったのは、国としては、どうこれに

注文とか、こうしておいたほうがいいよという。河川行政との関係性で、新しいモデル性

というか、先駆的な取り組みを、多摩川は京浜河川と市でこういうことをやっていますね

という話がほしいんです。何かいいアイデアありませんか。ほかの川でもやっているでし

ょうけど、いろんなことをね。学会つくってみたり。 

【山道副委員長】  全体で、さっきの川崎っ子の話になりますけれども、このプランの

目玉というわけじゃないけど、ここの委員会で議論したコンセプトが、言ってみれば、メ

ッセージ性も含めてなんだけども、弱くなっているというか、曖昧になっている気がする

んですね。この手の話は、別に委員会を開かなくても、防災担当であれば、ぱっと書ける

ような形になっているんじゃないかと思うんで、どうもそういうような非常に曖昧な、甘

いというようなところがどうもあるので、これは表現の問題もあるかと思うんですが、特

に１つ、ちょっと気になっているのは、基本目標の位置づけがありますね。この中で、こ

れは１から６までの間に、物語がずっと書かれるぐらいのストーリー性があるべきだと思

っているんですが、自然と調和した美しい多摩川づくりとか、この辺はいいんだけど、４

つ目のみんなの暮らしに寄り添う多摩川へというのは、この主役は一体何なのか。多摩川

だとずっと思ってたんですけど、そうじゃなくて、これは多摩川を周囲の暮らしに寄り添

うようにしよういうような、多摩川にみんなが寄り添うようなものが、この中のストーリ

ーとしては、表現としてはみんながわかりやすいかなというふうに思ったんです。 

【進士委員長】  多摩川に寄り添う暮らしをつくろうということね。 

【山道副委員長】  そうですね。 

【進士委員長】  多摩川でいくと、いいつき合いをつくっていこうと、そういう話です

ね。 



 -23-

【山道副委員長】  そういうつき合い方ですよね。 

【進士委員長】  これだと、寄り添うから、多摩川のほうが変わっていかなきゃいけな

いみたいな。 

【山道副委員長】  そう。それで、そこが出てきているのは、３1ページの施設の再配置

の中に、要するに利用者のニーズに合った多摩川づくりをやっていこうというような意味

合いに聞こえてくるんですよね。これは前からもそうだと言っていたんだけど。結局、市

民のニーズってどんどん変わっていくんです、基本的には、多摩川はどういうふうにある

べきであるというビジョンがお互い共有できないから、こういう曖昧な、主役が一体誰な

んだというあたりの曖昧なところが出てくるのかなというふうに思ったんですね。市民の

ニーズに合った施設の整備強化、声の大きい人が言えば、そういう形になっていくという

のは当たり前なので、そうじゃないだろうと。ここでは、一応きちんとした意思を、多摩

川はこうあるべきだ、理由はこうあるべきだという意思をきちっとした上でニーズにこた

えていく、こういうような姿勢というのは大事かなというふうに思うんです。これもちょ

っと表現を変えたほうがいいような気がします。市長との問題もあったけども、市長が言

うことは全部オーケーだという話ではないだろうということなので、ここら辺の利用者の

ニーズに合ったというあたりというのは、本当にそんなことできるのということも含めて

なんだけど、表現を少し工夫したほうがいいかなと思うんです。 

 あともう一つは、この委員会のコンセプトは、非常にメッセージ性の強いものとして表

現を考えていく必要があるかなというところは統一のすべきです。 

 それからもう一つ、美しい多摩川といいながら、花壇をつくりましょうとか、緑化しま

しょう、これはいいんだけど、ワイルドフラワー事業って昔あったんです。ポピーとか何

とかをばっとまき始めた。何でといって、僕は議論をしたの、本省と。そのときに、ワイ

ルドフラワーって野草でしょう、日本で。野草だったらいいじゃないですかという答えだ

ったんだけど、それはアメリカの野草で、日本にとっては違うんだという、その理解が得

られなかったという、これは冗談ですが、美しい多摩川を目指すというのは、花壇を整備

しましょう、それはいいんだけど、それだけじゃないでしょうというようなことがある。

つまり全体の物語の中に個別の事業がどうも矛盾として少し重なってきているようなとこ

ろがあるので、表現の方法としては、それは注意したほうがいいかなと僕は思っています。 

 それから、連携の話で、この中で連携はあったんけど、今は自治体間との連携とかと言

われたけども、さっき進士さんもおっしゃったけども、いろんな分野、業種含めて、市民
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含めて、平面的な自治体間の連携だけじゃなくて、いろんな実態的な連携というのは、今

回目指していくということの意味で、連携のあり方というのは非常に重要だろうというふ

うに僕は思っています。だから、企業であろうが、役所がやるから公的なものじゃなきゃ

ということもあろうかと思いますけども、いまやそんな時代じゃなくして、みんなが一緒

になってやらないと、川のごみの問題だって解決つかないという時代になってきています

ので、そういう意味での連携ということでも理解をしてもらえれば、少し表現がまた変わ

ってくるかなという気がします。というようなところです。要は、主役が多摩川というこ

とは外してもらいたくないなというのが、表現方法としてですよ。そういうようなあたり

をちょっと注意していただく。 

【進士委員長】  今、山道さん言われたのは非常に大事なことで、最初に言いかけたの

と同じなんです。新多摩川プランにしたんだから、そういう意味で、どこを強調するかと

いうか、簡単にいうと、昔から学生に言っているのは、テーマ、データ、メッセージとい

っている、説得力の文章を。テーマとデータとメッセージ。データも入っているし、テー

マも美しい多摩川とかあるんだけど、メッセージ性が弱いんですよ。それは一般的な言葉

にしちゃうから、さっきの川崎っ子じゃなくて子供たちにしちゃったりね。美しい多摩川、

誰も反対しないってさっき北島さんも言った。美しいのはみんな美しいのはいいんだよ。

反対はしないよ、醜いのをつくれと言うんじゃないんだから。だけど、どんな多摩川なん

ですかという、その美しさって何ですかと。僕もこういうものをメモってある、後でみん

なに渡そうと思って、細かいことは僕はここで言わないつもりです。花壇の写真が出てい

るんだよ。ここに花壇をやっている人がいるかもしれないからちょっと遠慮しながら言う

んだけど、あんな大規模な、対岸まで５００から１キロの河川幅のところに、こんなちっ

ちゃな３坪や４坪の花壇をつくったってしようがないんだよ。というか、みっともないだ

けなんだ。それは本当に景観の常識を知らなさ過ぎる。たけど、市民はそういうものなん

ですよ。花壇をつくれば美しいんだと。美しいつもりでつくった花壇が醜さをつくっちゃ

うんだ、川に。川というのは、もっと大規模なスケールでの美しさというのがあって、そ

れでさっきのワイルドプランみたいな、一面にずっと同じ植物が生えるような風景を目指

したんだと思うよ。それは囲まれた坪庭と違うんだよ。非常にスケールの大きい河川空間

というのは、大都市では全く違う意味を持って、その大規模なスケール感が大事なんだ。

だから、そこは逆にこういう行政とかプランニングをつくるところがしっかり専門性を持

ってないとだめなんです。花壇づくりはみんな美しい、だからいいんだという、僕や山道
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さんは何十年と多摩川とつき合ってきたから、事務局にあんまり水準の高い要求はしちゃ

いけないんだけど。メッセージを強く出したいというのは、多摩川がいかに重要な大きな

意味を持つ資源かというところの自覚をもう一回持つことと、それをメッセージにして出

すときには、一般的な言葉じゃなくて、個性をどう考えるかということをやってほしい。 

【事務局】  ５つの基本目標の一番最初は結構、一番最初に出したときは、ここには全

然載ってないんですけど、メッセージ性のある言葉だと思うんですけど、だんだん丸くな

って、こういう形に。 

【進士委員長】  庁内で協議したりするとね。よく大勢、みんな、山に船が登っちゃう

っていうでしょう。そういうことになっちゃうんだよ。だから、意見をちゃんと聞くのは

大事なんだよ、行政マンって。聞いた後、それを再編成して、文句言わせないというプラ

ンを出す。そのときにはちゃんとした理論武装をして、そういう小さな意見について、大

所高所から見て、これはこういう意味があって、こうなんですと説明して、相手が納得し

てくれるだけの準備をしなきゃならない。 

【事務局】  捉え方、インパクトの話なので、なかなかそれが非常に難しくて。 

【進士委員長】  どっちが主人公かといったけど、ワーキングか、事務局か。事務局は

行政の責任者だから、作業をさせるのは、作業させられるほうは言われたことをやるんだ

けど、もちろんそれでも入れ知恵はしなきゃだめ、プロっていうのは。言いたいことは、

責任持ってやるんだから、このプランは俺たちで頑張ったというふうなのを目指すべきで

す、いずれにしても。そうでないと、いろんな人が言った意見をみんな入れましたという

と、何だかわからないものになる。さっきの、ぼんやりしちゃう。ぼんやりさせてもいい

と判断したところはぼんやりさせていいんだよ。だけど、明解に出さなきゃいけないとこ

ろは出さないとだめ。せっかく新プランにしたという、こちらが押しつけたんだけども、

でも、僕は新プランにして、そういうところへステップアップしてほしいから、こういう

課題を出しているわけだからね。 

 ちょっと具体的に言うと、まず冒頭の改定の目的のところは、冒頭の文章、これはそれ

でよくできている。ただ、これまで成果を上げてきましたと１回切って、点でつないでい

る長い文章と言われた、これは初歩的な指摘だけど。普通、市民というのは、そういう初

歩的な指摘をしないもんなんですよ。もっと大きいところで言ってくるんだけど、今回は

皆さん、ものすごいチェックが細かいんだよ。でも、それはそれで大事なことだから。成

果を上げてきました。しかし、これからの川崎にとってはなお一層、多摩川プランで示さ
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れたような、そういう市民の感情を引き立て、ものすごく期待される時代になってきたみ

たいな、そういう言い方が必要だと。だから、これは新しくさらにやるんだということと、

冒頭でたしか事務局が言ってたな。市長がこんなことを言っていて、そこが強調されてい

るんですと言ってたじゃない。何か忘れたけど、子供のことだったか、何か言ったね。そ

ういうことをちゃんと入れなきゃだめだよ。もちろん冒頭の市長挨拶にもそれが入るでし

ょうけど、改定の目的にも、そこも大事なことですよ。それから、新総合計画その他で、

多摩川に期待されていることが既に出ているでしょうから、それも受けとめてここへ入れ

なきゃだめ。少なくとも、冒頭の目的がこんな１０行足らず、７行ぐらいで済むだったら、

改定する必要ないよ。そこのところね。 

 それから、さっき施策でも、何かの体系でもというのはご指摘があったから、僕、古い

ので見てる。８ページね。２－２は、多摩川プランの評価というのは、これまでの多摩、

入れたほうがいいかなと思った。新との違い出すためにタイトルでね。 

だから、これまでの多摩川プランの評価というふうにして、そうすると、第３章のほう

と、９ページですけど、昔の。送ってもらったのだと。３－１の冒頭に位置づけと書いて

あるが、ここのところに、これをもって新多摩川プランと呼ぶというのが出てこないと誰

もわからないんだよ。やっている人しかわかってないの。以下を新多摩川プランとしてい

るわけだから、冒頭に、新多摩川プランというふうにこれを呼ぶんだというふうにしない

といけない。古い９ページの多摩川プランという図があるでしょう。これも新でしょう。 

【事務局】  すみません。こちらの図は、事前に説明しようとしたんですけど、全部変

えて、新しい名称に。 

【進士委員長】  変えたのね。 

【事務局】  まだ変えてないです。 

【進士委員長】  それから、１１ページのところ、大きいやつだよ。３－３があるでし

ょう。新多摩川プランの基本目標、ここ、最初に３行だけあって真っ白けね、下。レイア

ウト上、そうなっちゃうんだね、これだと。せめてこれは、１３ページの５つの基本目標

をちゃんと整理して並べるぐらい箇条書きで示しておかないと、言っていることわかる？

 ３－３だよ。下記のとおり定めましたで、次のページにいっちゃうでしょう。新旧対照

表があるからなんだ。ただ、この新旧対照表もちょっとバランスが悪くて、これまでは詳

しく書いてあるんだよ。下のほうは、これから述べるんだからって、ざっくりしているん

だよ。どう見ても、どっちがプランだかわからないんだよ、これだと。ちょっとその辺の
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整理ね、１２ページ。これはコンサルの仕事だよ。割り振ることはないんだけど。中を抜

いちゃうとか、逆にこっちをちゃんと説明を加えるとかしないと、旧のほうが詳しいんだ

から。 

 １２ページと１３ページを逆にするという手もあるんだけどね。１３ページで目標を示

しちゃって、そして１２ページのような折り込みのやつは、関係性というのでやるか。た

だ、関係性にしては、見開きでやることのことはないね、僕に言わせれば。新旧の対照表

だから。こんなのはもっと圧縮して、Ａ４、１枚におさまるようにしたほうがいいね。そ

ういうボリュームのバランスが悪いんだよ。今回の新プランをアピールしているんだから。

この前も言ったように、旧プランのこととか、何でもあるものを持ってきて並べちゃだめ。

安易なやり方。 

 １１ページのこれだよ。これが、バランスが悪いと言っているだけ。これまでの目標が

大きく書いてあって、下が少ないでしょう。これはご意見・ニーズというのを書いたでし

ょう。ニーズというのとご意見では、ちょっと違うけどね。言葉使いがね。いずれにして

も、これは単に５つの理想を１２ページで上げているでしょう。それの説明でしょう、そ

こに至るプロセスでしょう。これが見開きでやる、ほんとうの話じゃないでしょうねと言

っているわけ。関係性は必要なんだけどね。 

 それから、さっきの５つの基本目標の言葉をもう１回、ちょっと吟味してください。こ

れまでいろんな計画を立ててきたから。女性のセンスも入れて頑張りなさい。それが１つ。 

 それから、さっきの川崎っ子のあたりのことも、一般的に見ないで、この計画に、さっ

き僕は企業の参加っていうか、企業と一体的にやっていこうじゃないかという姿勢とかい

うことも、そう。それから、普通の子供じゃなくて、川崎に生まれた子だからこそ、いろ

んな幼少期の体験が、現体験に水辺の楽校が全部入っているとか。今、水辺の楽校の参加

率はそんなに全員じゃないでしょう。それにちゃんと数字を入れたりして、今、在校生の

何％が水辺の楽校に参加しているが、それを倍増して５年後には全員にするとか、もうち

ょっとインパクトのあることを考えてよ。全体に、みんな無難だけど、間違いはないんだ

よ、優等生なんだよ、文章が。だけど、無難すぎて、さっき山道さんも言ったけど、誰か

に任せておけばつくれるとなっちゃう。めりはりをつけて、数値目標を入れられるものは

入れたり、そのくらいの大転換をやろうという意思が出てきてほしいね。それが今、イン

パクトのあるという言い方をしているわけです。 

 だから、流域の魅力アップというか、魅力的な流域へというのも確かによくわからない
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ね。だから、多様な主体が参加して、多摩川を保全し利活用して生かす、生かすというこ

とですね。利用するといったら一方的に利用するみたい。生かしていくという大きなネッ

トワークやムーブメントをつくる。少なくとも第５番目の目標は、そういうムーブメント、

運動ですね、さっき山道さんも言ったように、企業だけじゃない、市民も、学校教育や福

祉関係も、他の自治体も、あるいは国も一緒に入って何かやるという、そういう多摩川、

日本の河川管理行政の中で突出して頑張っている川であるということが印象づけられるよ

うな、そういうムーブメントをぜひ起こしてほしい。その中でいろんなイベントをやった

り、ほんの一例ですけどね。 

 推進事業には、僕はナンバーを入れておいたほうが整理しやすいなと思ったし、さっき

の１６ページ、花壇の写真はやめてほしい。それから、委員会前に言った新規に入れるか

どうか、一覧表で扱うか。 

【事務局】  わかりました。 

【進士委員長】  全部前のページなんだけど、Ⅰの多自然川づくり推進というのは、河

川行政上、僕は過渡的だったと思うんですよ。それまで余りにもコンクリート三面張りの

ような人工河川にしちゃったものだから、多自然という言い方で新しい河川行政に入った。

しかし、前は水循環までいって、非常に大きく本質的なものに変わってきているんだから、

いまだにまだ多自然川づくりかよという気がする。多摩川も昔から自然にやってきたし。

保全が次に出てくるのが、ハードに関して何かあるなら、生物多様性とかそういうものを

強調したトータルな多自然だと。ですから、魚や生き物も戻って、水もきれいになって、

鳥も飛び立って、そこに市民、子供たちも出ていってというような、そういうようなソフ

トなイメージと、それに伴うハードなサポートがいるんですね。この多自然川づくりと生

物多様性の保全というのは、ちょっとセットで考えないといけないかなと。普及啓発はま

た、もう一つ別にあると思う。 

 あと、ハザードマップの図なんかも、もうちょっとちゃんとしたものにしたらいいよ。

さっきちょっと防災情報の工夫とか、情報発信の強化とか、防災情報の発信というのと、

新しい事業だったらもうちょっと強く打ち出す、小見出しだけでも。そういうことに、全

体的にもう１回見直してください、次回までにね。 

 それから、最後のほうで、サイクリングの話は、山道さん、異論ないですか。 

【山道副委員長】  メッセージは、皆さん、していただいたのかな。 

【事務局】  説明いたしました。 
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【山道副委員長】  そうですね。やっぱりスピードは、危ないというのは、皆さん、共

通認識だから。齋藤さんおっしゃったように、サイクリングは危なくないように、多摩川

を満喫しながらゆっくりと走ると、マラソンもそうだろうと思うんだけど。 

【進士委員長】  あれ、堤防の真ん中をまっすぐ通すからでしょう。もっと蛇行したら

いいんです。下におろしたらだめなのか。 

【山道副委員長】  サイクリング、彼らはスピードでさっと行くのが。 

【進士委員長】  それが好きなんでしょう。 

【山道副委員長】  好きなんです。 

【進士委員長】  それは、みんなスピード出しちゃうじゃない。 

【山道副委員長】  だから、出さないように。今はもう反省して、事故が多いから、府

中市はハンプやったりなんかしているんだけど。 

【事務局】  府中市は逆にいろいろ構造物があって見えにくくなっていたりするんです

よ。いろんなところを通していて。それで結構事故があるので、逆に見えやすいところの

ほうが安全なのかなというのも逆に。 

【進士委員長】  ばーって飛ばせばいいのか。 

【事務局】  それはまた、うちのほうの施策としては、スピードを落としてくださいで

すとか、そういったものは当然。 

【山道副委員長】  そんなもので落ちるわけないって。 

【事務局】  それの看板、それも含めて。 

【進士委員長】  それは、走りたいんだもんね。だからそれは物理的に、だけど、ハン

プをつくってやるのは、大学のキャンパスに結構多いんだけど、みんな嫌がるよね。 

【山道副委員長】  夜だと、もう危険だからね。 

【進士委員長】  危ないよね、あれ。 

【山道副委員長】  府中は随分工夫していると思うし、少し勉強されたほうがいいかと

思いますよ。 

【進士委員長】  それから次、昔ので３６ページなんだけど、２２番のバーベキュー問

題の解決。バーベキューに対する期待は昔からあって、国営公園やなんかもいろいろ気配

りをしながらやっているんで、僕個人は、そういうニーズにまさにこたえて、場所と環境

管理と事後処理と有料制と、有料で生んだ金額を、もっと環境改善とかいろんなものに、

環境教育に使われるような循環をつくってやればいいんじゃないかと。河川空間のオープ
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ンランドのよさを味わいながらおいしいものを食べるというのは、人と人が交わるという

意味でもいいし、少々大声を出しても、町中では困るけど、河川敷はそういう意味では楽

だしというふうに考えると、積極的にアウトドアレクリエーションとか市民交流の場の創

出をして位置づけて、そのかわりしっかりした管理をして、地域にも迷惑かけないし、む

しろ地域の利益になり、費用がいい形で社会還元をすると、そういう仕掛けをする時代じ

ゃないかと思うので、問題の解決という消極的じゃなくて、バーベキューをどう使って川

崎の個性にしていくかということを考えてはどうか。ちょっと研究してください、事務局

で。それから、次のつながりのところは、さっきの自治体だけじゃなくてという、広域の

ネットワーク、これは山道さんが言ったとおりですね。それから、継続的開催とかここに

書いてあったんだよな、花火なんか。継続的な開催が何で新規なのかよくわからなかった。

そういう細かいところがあるね。 

 それから、さっきの企業と育む環境づくりというのは、企業と育むというより、もっと

本気で連携して一緒になってやるという、少し積極性を持つことと、ここは企業も一緒に、

社会性をどんどん持ってきたので、企業は敷地内で完結するよりは、広がっている。それ

は、そういう体験というか、そういう経験ができる場をつくったほうがいいと思う。企業

は企業の、さっき言ったように、いろんな団体があって、協会とかいろんな組織に入って

おられるんだけど、地縁ですね、一種の地縁。業種による職縁ではなくて地縁に少し参加

していただく、そういう場所は市がつくらないとだめだと思うのね。ですから、そういう

ことを少し企業と何とか、２８のところ、もうちょっと強化していただいたらどうかと思

います。 

 最後、順番ですね、重点プロジェクトが、サイクリングが、図が最初にあるだけか。宇

奈根のせせらぎと上平間再整備というのとサイクリングコースの環境整備というのがある

んですね。僕はこれを見て、重点というのは、大体、新聞記者が見るときは、重点を見る

んですね。これが重点かよという気が僕はちょっとしていて、これは事業推進をより合理

的にやるために、あるエリアを定めて、３カ所を大きく。そこに総合的にいろんなことを

やっていこうという事業推進の手段としてはいいと思うのね。ただ、これが重点なのかと。

重点というのは、僕がさっきから言っているように、もうちょっと精神性というか、次世

代の川崎区をどうやってユニークな、これから少子化に向かって頑張れるような子供を育

てていくという、そういう子育ての舞台として多摩川が生きていくんだとか、それからさ

っきのように、企業風土というのがあるので、川崎は長らく京浜工業地帯の一翼を担って
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きて、時代の要請にこたえて、環境改善や環境対策を行って、より積極的にしてきた、そ

ういう企業風土があった。それを思いっきり一緒になってやろうじゃないかとか、そうい

う話とか、それから、市民・ＮＰＯとの連携、あるいは広域連携というのをもっと、これ

から川崎がイニシアチブをとってやっていきましょうとか、そういうのを少し明確に出し

て、それにふさわしい重点ならいいと。この重点だと、重点というのかなという気がして、

これなら中へ取り込んじゃって知らない顔しておいたほうがいいかなと思ってみたり、こ

れは、これこそ市の中でいろいろ議論してみてほしいです。宿題です。これは市政の動か

し方の問題だから、皆さんのほうがプロでいらっしゃるんだから、今後どうやって多摩川

施策推進課がこれをリードできるか、そのときに重点エリアを含めてやったほうがいいと

いうならそれでいいし、そうしたら、それについての、もうちょっと強烈なコンセプトメ

ーキングがいるね、この３つには。 

【山道副委員長】  さっきおっしゃるように、個別の事業の整備をするとか、工事をや

るとかということで我々はここに集まったんじゃないて、１つ大きなものは、これからの

川とのつき合い方、多摩川とのつき合い方の、今までとは違う発想のムーブメントを起こ

していくというのは、まさにそのとおり。それでいうと、僕は、１つは、メッセージとし

て強く伝わることじゃないかと思うんですよね。だから、ものをつくるとか、何か整備す

るということと、ちょっと違うかなと。ここでアウトプットする話とはしてはね。 

【進士委員長】  それは当然入れていいけどね。その上に乗っかるものとしてね。 

【山道副委員長】  その上に乗っかるものがないと、いきなりというと、また工事をや

るのという話にすぐなっちゃうんじゃないかなと思う。 

【進士委員長】  以前、確か福田市長は、子供の何て言ったかな、最初のころ。 

【事務局】  子供を育む場を多摩川につくるとか、たしか。 

【進士委員長】  そうでしょう。僕は、それはいいことだと思っているわけよ。やっぱ

り子供は大事だからね。特に少子化の中でね。ただ、おしなべて平均的な子供じゃしよう

がないんで、やっぱりいろんな体験を踏んだ、判断力とか、瞬発力とか、いろんなものの

コミュニケーション力とか、さまざまな能力を持った人が必要で、大都市は残念ながらそ

ういうのが弱くて、偏差値だけはまあまあ、受験勉強して高いんだけど、役に立つやつが

いないということになっちゃうわけだよ。だから、なるたけそういう意味では、骨太って

よく政府が言うけど、骨太の子供をつくらないとだめなので、それには体験する、こんな

大きな空間がセットであるというのはすごい財産だからね。さっきも言ったように、そこ
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に事業の知恵だ、市民の力だといろいろあるんだから、そういうのをもっと総合されて、

次世代教育というか、体験型子育てのいい町だ、最高の町だと、この町は。それがテーマ

で移住してくるというか、横浜市民でいらっしゃるけど、佐藤さんは、じゃ、こっちへ引

っ越そうかと、そういう人が増えるような町にしないと。南武線の沿線の高層ビル街は便

利だからというんで入ってくるだけの話になっていて、どうもあれなら東京の都心でも変

わらないので、地価が少し安いから、買いやすいからという程度だろう。環境的価値で勝

負する川崎に変わっていかないと、川崎っ子って言われるとちょっと嫌だみたいになっち

ゃっているのはまずいじゃない、いつまでも。 

【新井委員】  本当は進士先生の前に出さなきゃならない問題なんですけど、きょう配

った資料で、２５ページの推進事業で、新規で、多摩川スピードウェイ跡地の保存と出て

いますけど、本当に簡単に結構なんですけど、どんなことを考えていらっしゃるんですか。

本当は進士先生の前に出さなきゃいけなかったんだけど、ちょっと言う機会を忘れちゃっ

た。 

【事務局】  以前、丸子橋のところにスピードウェイがございまして、そこについて、

その部分を部分的に残したいという話があります。 

【新井委員】  わかりました。それだけで結構です。 

【進士委員長】  ここも政策的判断なんだけど、新規で、さっき言ったように、高い必

要性のある、時代性を象徴するのが新規で入るならいいんだけど、何か知らないけど、そ

ういう陳情があって、観覧席を残しますみたいなレベルの、入れていいけど、それが目玉

のようにはとられないほうがいいという判断が絶対でしょうね。 

今まではなかったやつですというのは、※印くらいついておけば十分だろうというか、

高く掲げられるならいいんだよ。掲げられないものを新規、新規というのは、今回の改定

は最悪じゃないかと言われたら嫌だから。 

【事務局】  ただ、正直言いまして、以前の計画がいろいろ網羅されていて、そこそこ

動いているので、そのもので新しいものがどんどん出てくるというのはなかなか難しい状

況です。 

【進士委員長】  そうだね。だから、成果が上がったんだよね。 

【事務局】  そうです。これだけ出てきているというのが、かなり難しいぐらい新しい、

新規が出ていると思ってくださって結構だと思うぐらいです。リニューアルしたときに、

出てないと思います、ほかの計画でも。 
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【北島委員】  先生のお話をずっと聞いていて、最初、私、川崎っ子というのはなじま

ないと思ったんですが、すごく大事なんじゃないかなと思って、ある意味、子供にとって

は運命なわけですよね、川崎に住むというのは。そういうときに、多摩川になじんだとい

う、ちっちゃいときに暮らして。それから、どっか行って暮らすかもしれないし、海外に

行くかもしれないけれど、そのときに身についたものというのは、やはり大きいと思うん

ですね。個人的なあれで申しわけないんですが、妹の孫というのが諏訪から来たんですけ

ど、中学生になって、もうとにかく勉強が嫌いなんですが、小学校の何年生かまでは、と

にかく朝１５分ぐらい学校で本を読むというのがありまして、だから難しい漢字を知って

いるとか、言葉を知っているとか、それのおかげなんですが、今勉強も好きじゃないし、

やっぱりできないんですが、そのことだけが身についているので、みんな一応その子のこ

とを認めるわけですね。そういうものがやっぱりあるというのはすごく大事なので、今、

多摩川のせせらぎ館なんて、教育が一部だけ行っているけれどというよりも、多摩川の沿

線の学校はみんなそういうのを見につけるとか、小学校の何年生までとか、そういうこと

がもうちょっと、わりと積極的になじんでもいいんじゃないかなと。最初は、川崎っ子と

いうのはと思いましたけど、ずっと先生のお話を伺っていて、そういうものではないかな

と、もっと川崎っ子と言ってもいいんじゃないかなというふうに思いました。感想です。 

【進士委員長】  寺尾さんが不満な顔をしています。 

【寺尾委員】  いえいえ。私もそれはいいんではないかと思うんです。齋藤さんも感じ

られていると思うんですけど、例えば子供たちと接していて、我々も最初は泥んこ遊びを

するような感じでしたので、そのうちカニの名前がわかり、カニの種類がわかり、年々子

供たちが高度化していっているというのが実際感じられるもので、そういうこともあって

もいいのかなというふうに私も思っています。 

【進士委員長】  寺尾さんのは、川崎っ子検定みたいなのをやるんだね。子供はほんと

う、好きになるとどんどん伸びるもんなんだよね。それを育てるのは大事だから。川は子

供を育てる、まさに育む場所だよね。世田谷は日本語教育っていう特区をやった。今の、

難しい漢字の、漢詩なんかを暗記させちゃう。「国破れて山河あり」、わかってなくても覚

えろと。だから、川崎っ子は反対があるかもしれないけど、多摩川っ子はどうだ。多摩川

っ子でもいいよ。 

【齋藤委員】  そうですね、多摩川っ子のほうがいいかもしれない。 

【事務局】  どこかで使っていたと思います。 



 -34-

【齋藤委員】  せせらぎ館のねらいは、五、六年生の小学生対象なんですよ。この子た

ちが一番、ふるさとの記憶がきちっと頭に入るときなんですよ。ちっちゃい子はだめなん

です。幼稚園ぐらいの子はね。やっぱり五、六年生ぐらいの子供のほうが、ふるさとづく

りでは、びしっと入ります。と思ってます。だから、その辺に力量を入れている。 

【進士委員長】  現体験と現風景は、もうちょっと早いんだよ。両方あったほうがいい

ね。 

【齋藤委員】  そうですね。 

【進士委員長】  知識はその辺からだね。 

【齋藤委員】  学校の４年生、５年生あたりを中心にねらっているんですよね。 

【進士委員長】  いずれにしても、教育委員会と連携して、寺尾さん言ったように、川

崎で育ったから、こういう体験をしているんだと。首都圏で育ったのにこんなことも知っ

ているんだというのは、その子が自信を持つもんね。ほかのことはあれでも、これは強い

という、そういう個性化が教育で大事だから、そういうものを出したほうが多摩川プラン

も新しい強みが出るかもしれないから、そこもちょっと研究してください。 

 きょう、横断的にいろいろ出していただいたので、見事に整理して、インパクトのある

レポートが次回出ると思いますから、期待してみたいと思います。 

 どうもお疲れでございました。 

【事務局】  ありがとうございました。 


