
４　その他のご意見
ご意見の要旨 川崎市の考え方

58

「国民保護条例の制定
について」国の法制化
に基づき義務化された
もので、市民本位に
立った条例化ではない
と思いますが、どのよ
うにお考えでしょうか

本市は、国民の安全を脅かす武力攻撃事態等が発生し、又はそのおそれのある場合
に、住民等の生命、身体及び財産を保護することは、地方自治体の基本的な責務で
あると考えております。このため、国民保護法関係の条例として、「川崎市国民保
護対策本部及び川崎市緊急対処事態対策本部条例」と「川崎市国民保護協議会条
例」を平成17年12月22日に公布しております。これらの条例は、万一、武力攻撃事
態等が発生した場合に、避難住民の避難や救援等を実施する本市の対策本部につい
て、また、国民保護計画の策定等の国民保護措置の重要事項を審議する本市の国民
保護協議会について、それぞれ国民保護法が条例に委任した組織等の細目事項を定
めるものです。なお、本市の国民保護計画については、平成18年11月9日から、パブ
リックコメントを実施し、計画素案に対する市民のご意見、ご提案を募集してお
り、それらを踏まえて、平成18年度内の計画作成に向けて検討を進めてまいりま
す。

59

野川地区町内会が宮前
区と高津区に分かれて
いて、町内会活動がや
りにくいので、宮前区
に一本化してもらいた
い。

昭和５７年の旧高津区の分区に伴う行政区画の再編につきましては、市行政区画審
議会での慎重な審議を経て、市議会に「川崎市高津区及び多摩区の行政区画再編に
関する条例」を提出し、「（前略）区境に問題が生じ、市民生活に支障を来した場
合、これを速やかに修正すべきである」という附帯決議を付されて可決された経過
があります。従って、野川地区の町内会が宮前区と高津区に分かれていることによ
り、地域の皆様が行政サービスを受ける際に支障を来さないように配慮する必要が
あると認識しておりますので、引き続き、地域の活動が円滑に推進されますよう、
支援に努めてまいります。

60

高齢化対策として、ボ
ランティアやＮＰＯの
活用を位置づけること
は考えられないか。

本市におきましては、高齢者・シニア世代が地域で活動をしながら、地域の課題解
決へ関わっていただくような仕組みづくりを進めています。高齢者・シニア向けの
情報発信としては、市民活動センターの「シニアのためのボランティア入門講座」
などが、また、高齢者・シニアが活躍する仕組みづくりとしては、市民活動団体と
行政の協働を目的とした「（仮称）協働のルール」策定などがあります。

61

市の公共施設で必要の
ない施設はどのような
事に使ったりするので
しょうか。

市の公共施設のうち、用途廃止した施設や目的を喪失した施設については、基本的
には、転用、暫定利用、売却等を含む個々の対応方針を定めて、有効活用を図りま
す。なお、建物については、耐震強度不足や老朽化などにより、そのまま継続して
使用することが困難な場合には撤去して、土地の有効活用を図ります。

62

生田出張所地域には、
夜間・土・日に使用出
来る集会所がない。生
田出張所の会議室を区
民に市民館同様に開放
すべきではないか。

出張所には区民の皆さまの大切な個人情報等を保管していることから、会議室の使
用にあたってはセキュリテイーの確保が必須条件になります。現在のところ、生田
出張所は事務室と会議室とを分断できる構造でないため安全対策上、平日の夜間や
土曜・日曜日については貸し出しを行っておりませんが、課題解決策としての会議
室開放については、セキュリティー確保を万全とするハード面とともに、利用者に
も参画して頂く会議室の管理・運営方法の確立等、ソフト面についての整備も併せ
て必要と考えているところです。なお、当該地域での地域活動の場の確保は多摩区
における大きな課題と認識しており、既存施設の有効活用により整備を図って行き
たいと考えています。

63

改革も良いが不良の土
地、その経費（年間）
を明示し、早い対策を
期待したい。

バブル崩壊後の長期にわたる景気の低迷と国・地方を通じた財政環境の悪化等を背
景として、先行取得用地の計画的な事業化が進まず、また、社会経済環境や時代状
況が変化する中で事業の見直しを行ったことなどにより、保有期間の長期化と総量
の増加が、本市の土地問題の中心的な課題となっていました。そのため、本市で
は、平成12年９月に全国に先駆けて、国の「土地開発公社経営健全化対策」に基づ
き、「土地開発公社の経営の健全化に関する計画」を策定し、これを「第１次総合
的土地対策計画」として着手して以降、計画的な事業化等による早期再取得、新た
な目的設定による有効活用に努め、これまで第２次、第３次と総合的土地対策計画
を策定し、土地問題の課題解決に向けて計画的な取組を進めております。なお、こ
の計画については、議会に報告するとともに、市のホームページ等でも公開してお
ります。

64

来年4月に政令市は17市
になるが、大都市と人
口70～80万人の政令市
とでは、行政課題が異
なってくるのではない
か。指定都市市長会と
して、統一した要望を
あげているが、その考
え方について。

政令市では、国・道府県道の管理その他事務配分の特例が設けられ、道府県に代
わってこれらの事務を執行しているものの、所要額が税制上措置されていません。
また、大都市には、人口、産業経済の集中による社会資本整備、交通などの課題や
これまで整備してきたインフラの更新による多額の財政負担といった大都市特有の
財政需要があります。このように、政令市には政令市特有の行政課題が生じます。
政令市でも、個別の団体ごとにそれぞれの行政課題は抱えていますが、政令市共通
の課題について、その解決を図るためには、政令市がひとつにまとまって国等に働
きかけていくことが重要と考えています。
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65

年金生活者から所得税
をとるのは不満

現在の所得課税の制度は、年齢にかかわらず能力に応じて公平に負担を分かち合う
ことが必要との考え方に基づき、年金生活者の方につきましても一定の年金収入額
がある方には、所得税・住民税の負担をいただく仕組みとされています。なお、年
金収入については、同水準の給与収入よりも低い税負担とされているところです。

66

タウンミーティングの
質疑応答では、質問を
ランダムに取り上げる
やり方がよいのではな
いか。

今回のタウンミーティングは、地域にふさわしい自主的、自立的なまちづくりを進
めるために必要な地方分権の推進をテーマにしたものです。市民の皆様から頂戴い
たしますご意見や市長へのご質問等についても、このテーマに沿ったものとし、市
民の皆様と共に真の地方分権を目指したいと考えましたので、会場では、地方分権
にかかるご意見、ご質問等をいただいた方を中心に指名させていただきました。タ
ウンミーティングは終了しましたが、今後も、地方分権に係る多くのご意見を頂戴
したいと考えます。市民の皆様のご意見を聴きながら、国全体の構造的なムダを無
くす大きな行財政改革である地方分権改革に向けた国への働きかけを行っていきた
いと考えます。

67

タウンミーティングは
夜間ではなく日中に開
催して欲しい。

市民の皆様とともに、真の地方分権の確立を目指したく、地方分権推進タウンミー
ティングを開催しました。多くの市民の皆様の参加をいただけるよう、北部、中
部、南部の市内3箇所で開催するとともに、日中なら参加できる方、一方、夜間なら
参加できる方がいらっしゃることから、日中の開催と夜間の開催を設けたところで
す。お時間の都合がつかず、タウンミーティングに参加できなかった方もいらっ
しゃると思いますが、今後とも、地方分権に係る多くのご意見をお寄せいただきま
すようお願いいたします。

68

土地開発公社などテレ
ビ朝日で伝えられた内
容も含めて説明要

テレビ朝日の報道番組「スーパーモーニング」については、市民の皆様に誤解を与
えかねない放送が行われました。社会的な影響の重大さから、テレビ朝日に次のと
おり正式な抗議を行ったところです。報道番組「スーパーモーニング」の放映内容
について、貴社の報道番組「スーパーモーニング」において、１０月２７日（金）
に「利子だけで１２６億円あ然…税ムダ遣い現場バスツアー」と題して、本市の先
行取得用地の問題が放映されました。この件については、本市も事前にインタ
ビューに応じるなど取材に協力いたしましたが、次のとおり視聴者に誤解を与えか
ねない内容で放映したことに対して強く抗議いたします。１　この問題に関する、
本市の正式なコメントをまったく取り上げないなど、特定の団体の主張に沿った、
著しく一面的な視点で編集し放映したこと。２　本市では、先行取得用地の問題に
関し、その解決に向け、平成１２年９月に全国に先駆けて、「土地開発公社経営健
全化計画」を策定し、これを「第１次総合的土地対策計画」として着手して以降、
第２次、第３次と総合的土地対策計画を策定し、計画的に取組んできたが、これま
で先行取得用地を縮減してきた事実を一切取り上げないばかりか、問題が解決され
ず、これから永遠に利息を払い続けなければならないと受け取られるような内容で
放映したこと。３　「たいへんなこと、とんでもないことが発覚しました。」「こ
れが市民の皆さんにはほとんど知らされていない。」と、本市がこれまであたかも
この問題に関し隠蔽していたかのような、リポーターやコメンテーターの意図的な
発言を放映したが、２の計画の内容については、議会に報告するとともに市のホー
ムページ等でも公開して積極的に市民へ周知しているところであり、まったく事実
に反するものであること。４　麻生区多摩美の土地について、「それほど利用され
ているようではありません。」とのリポーターの発言が放映されたが、「市民健康
の森」は市民・行政の連携と参加による緑化の推進、里山の保全等に寄与し、市民
の健康維持にも役立つなど、市民からの支持を得ており、高く評価されている施策
であること。５　その他の個別の土地に関しても、たとえば麻生区王禅寺の土地に
ついても、横浜市側で公道（川崎市道王禅寺３号線）に接していて、そこから直接
公社保有地に立ち入ることが可能であるが、他人の土地を通らなければ立ち入るこ
とができない土地として放映するなど、事実に反する報道が多数なされているこ
と。

69

入札制度の改革　安値
で受注してよりよい建
物が出来るか疑問を感
じます。(耐震問題)

工事請負の競争入札に当たりましては、最低制限価格を設定し、著しい低入札を排
除するとともに積算内訳書の提出を求めているところです。また、工事施工におけ
る、監督体制の強化や中間検査を実施し、品質の確保に努めております。
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70

各地で建設された保養
所が、ほとんど利用さ
れず多大な損失を出し
たことがテレビで放映
されていたが、行政と
して市民に説明すべき
と思います。

（「建設された保養所」と
ご質問されていますが、
「建設する予定で取得した
保養所用地」と解釈して回
答いたします。）

東和町用地につきましては、価値が下落した土地を単に売却してしまうのではな
く、東和町の提案やこれまでの検討経過を踏まえ、長年続けてきました東和町との
交流を今後も続けていくこと、この用地の施設整備なども、これまでに本市が保養
所建設のため造成工事や温泉掘削工事に投資してきた費用が本市市民と東和町民と
の交流の中で活かされることなどから、無償譲渡によって先方の管理とすることが
本市市民の立場に立っても最良の方策であると判断し、市議会に議案として提出し
承認をいただいた上で、昨年１２月に同用地を東和町に無償譲渡したものです。南
伊豆の用地につきましては、土地開発公社が購入し所有していましたが、市の事業
中止決定後、土地開発公社が一般競争入札により売却したものです。いずれにして
も、低・未利用地の処理を速やかに行っていくことが重要な課題であると考えてい
ます。そのため、行財政改革の取り組みとして、総合的な土地対策を推進していま
す。

71

向ヶ丘遊園跡地の基本
合意の具体的発表の前
に市民と相談してほし
い。

民間の事業であることから、事前に市民に内容を公表することは難しいと考えま
す。

72

生田緑地の管理運営協
議会に予算をつけられ
ないか。横浜市の舞岡
の事例のように

今後、管理運営協議会の活動状況を踏まえ、検討してまいります。

73

生田緑地管理運営協議
会について

平成１７年度に市民参加で策定された生田緑地管理計画書にそって生田緑地管理運
営協議会が設立されています。協議会の役割として、市民やボランティア団体、行
政側に組織などとの効率的及び効果的な管理運営を図るための連絡や調整等として
おり、市民活動の活性化を期待するものでございます。

74

・高齢者の福祉をもっ
と良くして住みやすい
町にすること。・介護
センターを市が多く建
設して安くすること。

本市では、高齢者福祉に関する課題に対応するため、平成１８年度から２０年度ま
でを計画期間とする「第３期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」を策定いた
しました。この計画に基づきまして、利用者本位の福祉サービスの提供、介護予防
の更なる推進、権利擁護の取組の推進、新しい住まい方の構築、新しい福祉文化の
創造を５つの基本的な方向として、高齢者施策を推進してまいりたいと考えており
ます。この中で、特別養護老人ホーム等の介護基盤については、民間活力を活かし
た整備を基本としておりまして、本市が整備を行うことについては、財政的・効率
的な面でも困難な状況であると考えております。また、サービスの利用金額につい
ては、原則として、全国一律の金額ですが、本市としては、介護保険制度が円滑に
運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。

75

高齢者福祉施設の整備
状況が地域によって異
なり地域間格差が生じ
ている。一人暮し老人
が増えることもあり
方々に施設を整備して
ほしい。

川崎市では、高齢の方々に対し、健康で明るい生活を営んで頂くため、様々な取組
を行っています。「老人福祉センター」を各区１か所ずつ整備し、「老人いこいの
家」は全市で４７か所が運営を行っています。今後の施設整備につきましては、財
政上の負担増や用地確保の問題などもあり、飛躍的な整備増は難しいのが実情で
す。また、この他にも、地域の高齢者が自主的に集まって仲間をつくり、老後を明
るく豊かにするため活動を行っている老人クラブに対する育成事業などにも取り組
んでおります。老人クラブは、健康の増進、社会活動など様々な活動を行っており
ますので、一人暮らしの方々にも是非御参加頂き、地域での交流の輪を広げて頂き
たいと思います。

76

私たちの命と健康は、
自らが守る時代。地方
分権の一つのカナメで
もあります。地元稲田
登戸病院は今年３月、
閉鎖されましたが、そ
の跡地に病院をとの圧
倒的につよい多摩地区
の世論があります。跡
地の一部が売却されま
すが、市とは、随意契
約が可能とのこと。病
院への貸付、市民拠出
など“金をかけずに”
市は用地を取得しても
らえませんか。

神奈川県の北部保健医療圏（川崎市の高津区以北）につきましては、稲田登戸病院
の閉院等に伴い、３７７床の病床不足が発生しました。このため、病院等の開設等
を管轄する神奈川県は、９月に病床整備のための事前協議を行う旨を公表し、川崎
市におきましては、現在、医療法人等からの申請を受付けています。ご意見にあり
ます地区は、申すまでもなく対象地域ですが、事前協議は、北部保健医療圏全体と
しての病床整備を図る目的で、平成１８年１１月３０日までに病院開設等の申出が
あったものを対象に審査を行うものです。なお、川崎市が土地を取得・提供する考
えはございません。
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77

福祉に対する今後の情
勢

少子高齢化の進行に加え､我が国の人口が減少過程に移行するなど､社会環境が想像
以上の速さで変化していることを踏まえた上で、川崎市としては、自助・共助・公
助の適切なバランスを保ちながら、市民の安心を保障する持続型の地域福祉社会を
構築していきます。

78

人件費で節約した予算
で、子育てしやすい自
治体にしてほしい。

少子化が進行するなか、本市においては、「次世代育成支援対策推進法」に基づく
地域行動計画として『かわさき子ども「夢と未来」プラン』を平成１７年３月に策
定し、この計画の基本理念に「小さな命に大きな未来、育ち、育てるまち・かわさ
き」を掲げ、総合的な子育て支援の推進に取り組んでいるところでございます。今
後は、子どもたちが健やかに成長し、子育てに伴う喜びが実感でき、夢がもてるよ
うなまちづくりを目指し、この計画の着実な実行を図ってまいります。

79

子育て若年世帯の支援
について、以前市長は
金がないと言われた。
このテーマの支出優先
順位は何番目になって
いるか。

本市では、新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」の中で、計画期間における
重要課題について、大きな施策成果の達成や課題の解決、他の施策を牽引し、総合
計画全体の着実な推進を先導していくような施策を、９つの「重点戦略プラン」と
してとりまとめております。その「重点戦略プラン」には、プラン３として「総合
的な子ども支援」を掲げ、これを推進するために、保育環境や地域子育て環境の整
備、教育改革の推進などの施策に取り組んでおります。

80

障害者自立支援法にお
いて、移動支援事業が
地域生活支援事業とし
て位置づけられ、各市
町村ごとに独自の制度
により実施することが
できるようになった。
この結果、川崎市にお
ける本事業の単価が低
く、サービスの確保が
難しくなることが予想
されるため、他都市並
みに単価の引き上げを
お願いしたい。

移動支援のうち、社会生活上必要不可欠な外出は、必ず提供されるべきものと考え
ており、事業者に対して応諾義務を課す一方、報酬単価は、現行制度と同程度とし
ております。一方、余暇活動等社会参加のための外出は、応諾義務を課しておら
ず、事業者の支援可能な範囲でのサービスの提供となっており、介護者の支援能力
を超えた支援は断ることができるようにしたため、報酬基準に差異を設けることと
いたしました。この結果、余暇活動等社会参加のための外出は、これまでの単価を
下回る状況にありますが、利用者負担の軽減を図るため、移動支援の提供を評価す
る報酬を低額に抑え、介護の実施やサービス提供体制を確保するための加算措置を
別途講じることとして、サービスを5時間提供した場合の報酬総額は、現行と比較し
て大幅な減額とはならないようになっております。他都市では、単価を高く据え置
く替わりに、利用時間の上限を設けながら、利用要件もこれまで通りとし、また利
用者負担も一割としているところが見受けられるところであり、本事業について
は、これらの部分も総合的に評価していく必要があるものと考えております。

81

あまりにも高過ぎる川
崎市の国民健康保険料

国民健康保険料の算定についてですが、本市の国民健康保険料は、当該年度の市県
民税を基準とする所得割額と被保険者均等割額及び世帯平等割額の合計額から算出
しております。近隣市と比較して、高額であるとのご意見でございますが、国民健
康保険料額の算定につきましては、賦課割合、賦課方法等算定方法の違いや都市の
人口規模、高齢化率及び所得階層及び国保で支払うべき医療費総額等の違い等がご
ざいます。本市におきましては、所得割のない低所得層により配慮しているため、
他都市に比べ、保険料額が高額になってしまう階層もありますことをご理解下さ
い。今後とも国民健康保険事業の運営につきましては、皆様のご理解を得られます
よう努力、研究等をしてまいります。

82

新しい施策について、
グランドデザインを描
いて、大胆に推進して
頂きたい。　（駐車、
駐輪場対策、登戸、
向ヶ丘遊園の周辺開発
について）

グランドデザインについては、都市計画マスタープランなどを市民の方々と検討し
てまいりました。登戸・向ヶ丘遊園駅周辺で、20年前より進められている土地区画
整理事業については、規模が大きいと考えております。区域を限定する再開発は早
く事業が進みますが、ここはグランドが大きい中で着実に事業を進めております。
また、生田緑地についても、地域の方々と検討していきたいと考えております。な
お、駐輪場対策はグランドデザインそのものではなく、構成するひとつであると考
えます。

83

向ヶ丘遊園駅自由通路
の進捗状況及び早期の
具体化・駅周辺への活
性化への期待

向ヶ丘遊園駅自由通路整備計画につきましては、小田急線の複々線化の将来計画や
橋上駅舎化構想がありますので、これら計画との整合を図りながら、自由通路を先
行的に整備することについて、小田急電鉄と基本的な方向性を確認しております。
現在は概略設計の検討を進めているところでございますが、引き続き、実施設計や
関係機関との協議を進め、早期の具体化に向けて取り組んでいるところでございま
す。なお、この自由通路を整備することによりまして、駅周辺の利便性、安全性及
び回遊性が向上することから、まちづくりを進める上で、この事業は先導的な役割
を担うものと考えております。
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（適正な土地利用計画の
ために行政のサポートが
不可欠。数字による画一
的な線引きをやめ、地域
住民に任せよ）今、この地
区では毎日のように土地
を売れという勧誘ビラがポ
スティングされている。50
～60坪の宅地が売られ、
小規模開発が進んでいる
宮崎３丁目では63坪の宅
地に４階建のワンルームマ
ンションが賃貸のために建
てられようとしている。戸建
住宅に虫食い穴があけら
れ、地域環境が悪化す
る。この開発は法的に合
法であり、住民は困り抜い
ている。行政のサポートが
ほしい、というより画一的な
数値による処理をやめる
だけでよい。

都市は、土地の合理的な利用や都市の根幹となる施設、秩序ある市街地づくりを都
市単位で総合的に計画し、効果的に実現するため、都市計画制度があります。その
中で用途地域の指定があり、単なる局地的・相隣的な土地利用の調整にとどまら
ず、都市全体にわたる都市機能の配置及び密度構成の観点から検討し、望ましい市
街地の形成を誘導するものです。こうした中で、都市単位の広い地域を対象とする
都市計画法と個々の建築物を対象とする建築基準法による規制の間を埋め、関係権
利者の意向を踏まえ、地区の特性を活かしたきめの細かいまちづくりを進める手法
として、地区計画や建築協定制度があります。この制度は、土地や建物を所有され
る皆様が主体となって話し合い、考えを出し合いながら地域ごとの実情に応じたま
ちづくりのルールをつくることは可能となっており、こうした活動につきましては
市としても支援してまいります。

85

川崎市都市計画マス
タープランについて、
川崎市及び宮前区の
各々の素案が３月に策
定されていますが、そ
れらに基づいて具体的
な方策（スローガンで
はない）がどのように
決定し、実行されよう
としていますか。

川崎市都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に定められた「市町村
の都市計画に関する基本的方針」であり、今後、市が決定する個別の都市計画（用
途地域・地区計画・都市施設等）は、都市計画マスタープランに即することになり
ます。これまで、平成１８年３月に素案を策定、５月から素案のパブリックコメン
トを実施し、１１月から案のパブリックコメントを実施してきました。最終的には
平成１８年度末までに全体構想と区別構想を策定する予定です。したがって、具体
的な方策への展開はまだ行われておりません。策定後は、都市計画における行政計
画として運用していきますので、個別具体の都市計画決定の際に活用していくこと
になります。また、市民と行政が協働して取り組むまちづくりの指針としても活用
していきます。なお、具体的な事業計画は川崎市総合計画に定めておりますので、
都市計画の基本方針である都市計画マスタープランのほか、各政策領域別基本計画
等に基づきながら各方策を実行していくことになります。

86

昨年、夫を突然亡くさ
れ、中学生の子供を抱
え、とてもお困りの方
が、市営住住に応募さ
れましたが、抽選の結
果、落選されました。
一方、市営南平住宅に
は沢山の空家があり、
長期不在となっている
住戸もあります。私に
はなぜ今も空家がある
のに入れないのか、と
ても疑問に思います。
このような方の救済を
是非考えてください。

市営住宅の募集につきましては、予測される空家の発生戸数から募集戸数を設定す
ることにより、空家の期間を短縮するよう努めておりますが、空家の発生状況によ
りましては、空家発生から入居まで期間を要する場合もございます。御指摘の市営
南平住宅の空家につきましては、平成１８年５月の募集で当選された方々がこれか
ら入居されるか、または、平成１８年１０月に募集を行った住戸でございまして、
今後入居が進むものでございます。また、御指摘の長期不在となっている住戸につ
きましては、今後調査してまいります。市営住宅の入居者募集に際しては、毎回大
変多くの応募をいただいており、その多くの応募者の中から当選者をすべて公開抽
選により決定しているため、結果として多くの落選してしまう方がいらっしゃいま
す。今後は世帯構成や収入、現在のお住いの広さや家賃負担能力など、様々な要素
を考慮して、住宅にお困りの状態を客観的かつ公平に評価して、よりお困りになっ
ている方の入居の可能性を高められるよう、現行制度の見直しを検討してまいりた
いと考えています。

87

登戸駅周辺から下河原
方面の電線の多さに腹
が立つ、防災面からも
地下に埋めるとかして
ほしい。

無電柱化は、「安全で快適な通行空間の確保」「安定したライフラインの実現」
「都市景観の向上」等を主たる目的として電線共同溝設置による電線類の地中化を
行っております。本市におきましては、現在、既存道路における地中化整備に比
べ、工事コストの低減が図れる新規道路の築造や道路拡幅・改良に合わせての地中
化整備を優先的に行っております。ご指摘のございました登戸駅周辺から下河原地
区においての地中化整備につきましては、現在、登戸駅北側交差点から多摩川まで
の区間（登戸２号線）において道路拡幅に合わせた整備を予定しております。また
登戸区画整理事業の地区内の駅前広場や幹線道路等におきましても将来的な整備を
検討しております。今後とも効率的・効果的な無電柱化を図ってまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
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川崎市の将来を考える
と、厳しい財政事情の
中でも、観光関係の予
算は削減せずにむしろ
増強する方向で考えて
いいのではないでしょ
うか。川崎には、観光
資源として活用できる
歴史･史跡が沢山あり、
これらを観光振興に役
立てていくためには、
市内外に強力に情報発
信する必要があると思
います。そのために、
行政と住民が力を併せ
「観光情報発信の拠
点」を造ってはいかが
でしょうか。

観光については、対外的なイメージアップを図り、川崎市民としてのプライドを持
てるという意味において有意義であり、また何よりも、地域経済の振興という点で
大変重要であると考えています。川崎市においては、平成１６年に観光案内所が初
めて設置されましたが、まずは観光資源の掘り起こしと整理が重要と考えていま
す。現時点では、観光振興の初期段階として効果が出ている状態で、今後強化して
いく方向で考えているところですので、地域で活躍されている方々にも引き続き取
り組んでいただければと思います。税金を使って観光振興を行う場合、最終的な効
果を明確に見極めて慎重に検討する必要があると思いますが、多くの都市では、商
業者が中心になって観光振興を行い、自らの地域活性化につなげている状況にあり
ますので、参考にしていただきながら、市としてできることをやっていきたいと考
えています。

89

川崎縦貫高速鉄道線
（市営地下鉄）はいつ
できるのか。

川崎縦貫高速鉄道線整備事業は、平成１３年５月に許可を取得した鉄道事業（新百
合ヶ丘～元住吉）について、平成１８年４月１日を以って廃止し、駅周辺再開発の
具体的進捗や、ＪＲ横須賀線新駅の設置など、拠点性が大きく向上している武蔵小
杉駅に接続する計画で、あらたな鉄道事業許可の取得に向け、現在、国とは路線、
建設計画等の事業内容について、関連鉄道事業者とは相互直通運転や、乗換え接続
等について協議を進めております。本事業の初期整備区間（新百合ヶ丘～武蔵小
杉）の事業スケジュールについては、事業再評価の際に示したスケジュールより１
年遅れの、平成２０年度の許可取得・補助採択、平成２２年度の工事着手、平成３
０年度の開業を目指しております。

90

老朽化した科学館の改
築は喜ばしいことです
が、絶滅危惧種を含む
貴重な生物や景観の保
全、人の安全や生田緑
地の回遊性に配慮をし
た場所の選定を望みま
す。

科学館の改築場所の選定にあたりましては、周辺環境や生田緑地の回遊性等を含め
総合的に検討してまいります。

91

地域力向上の方策と有
馬・野川地区生涯学習
拠点施設の早期開館に
向けて、市長の見解を
お聞かせください。

子育てや防災等の地域における課題解決に向けた地域力の向上にあたりましては、
日常から地域の方々が「顔の見える関係」を築いていくことができる環境の整備が
重要と認識しております。有馬・野川地区につきましては、市民の皆様の生涯学習
活動、市民活動の場として、平成２０年度中の開館を目指し、生涯学習拠点施設の
整備を行っております。施設の整備にあたりましては、地域の皆様のご意見を建設
委員会等の場で十分にお伺いしながら進めてまいりたいと考えております。
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