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は じ め に 

新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」は、川崎再生を図る地域経

営プランとして、2005（平成 17）年に策定した市政運営の基本方針です。 

これまでの 6 年間、第 1 期及び第 2 期と、この計画に位置付けたさまざ

まな取組により、川崎の持つ特徴と強みを活かし、新たな価値を創出しな

がらグッドサイクルのまちづくりを進め、川崎再生の基本的な道筋をつけ

てまいりました。そして、このたび策定した第 3 期実行計画は、社会経済

環境の変化に伴い新たに生じた課題への対応と、これまでの取組により出

てきた芽を育て、しっかりと根を張るような取組を進める、川崎再生から

次なる飛躍に向けての総仕上げの 3 か年の計画となります。 

現在、本市を取り巻く社会経済環境は、厳しい雇用情勢や国全体の大き

な制度変更など、大変不透明かつ困難な状況にあることに加え、このたび

発生した未曾有の大災害は、市民生活の根幹を揺るがすような甚大な影響

を及ぼしております。 

こうした中にあっても、市民一人ひとりの生活をしっかりと支えていく

とともに、将来にわたり持続可能なうるおいのある市民都市の構築に向け

て、着実に一歩ずつ、川崎の未来を見据えた取組を推進していくことが大

変重要であります。 

このような認識にたち、これまでの取組の成果を踏まえながら、市民生

活の安定の確保に取り組むとともに、引き続き見込まれる人口増加等の環

境変化への対応や、成長産業の育成・振興、時代の要請にあった拠点駅を

中心とした利便性の高いまちづくりの推進、そして、地域の課題解決に向

けた区の取組の充実などを計画に位置付けました。 

川崎の未来を確かなものにしていくため、災害に強いまちづくりに取り

組むとともに、急激な環境変化へも的確かつ機動的に対応し、川崎が持つ

歴史と伝統を受け継ぎ、豊かな可能性を最大限に活用することによって、

本市のまちづくりの基本目標である「誰もがいき 

いきと心豊かに暮らせる持続可能な市民都市かわ

さき」をめざし、川崎再生から新たな飛躍へ向けて

本計画の推進に全力を挙げてまいりますので、皆様

の御理解、御協力を心からお願い申し上げます。 

 

２０１１（平成２３）年３月 

 

川崎市長 
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