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市長記者会見記録

日時：２０１５年１０月２１日（水）午後２時～午後２時２０分 

場所：本庁舎２階 講堂 

議題：市政一般  

（話題提供）日本最大級のハロウィンイベント「カワサキハロウィン２０１５」開催

（経済労働局） 

<内容> 

（日本最大級のハロウィンイベント「カワサキハロウィン２０１５」開催） 

司会： ただいまより、定例の市長記者会見を始めさせていただきます。本日は、市

政一般となっております。 

 初めに、市長から、日本最大級のハロウィンイベント「カワサキハロウィン２０１

５」の開催について、話題提供させていただきます。 

 それでは、市長、お願いいたします。 

市長： こんにちは。お願いします。 

 それでは、カワサキハロウィンにつきまして発表させていただきます。カワサキハ

ロウィンは、川崎のまちの魅力と活力を全国に向けて発信することを目的に、川崎駅

周辺の商店街、大型商業施設及び川崎市で組織いたしますカワサキハロウィンプロジ

ェクト委員会が主催しているイベントでございます。今年で１９回目を迎えまして、

日本最大級のハロウィンイベントとして、国内はもちろん、海外まで広く知られるよ

うになりました。 

 本年度のカワサキハロウィンでございますが、さらなる魅力の向上を目指し、例年

の取組に加えて、注目度の高い新たな取組も行っていますので、ここでイベントの内

容について、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、２５日、日曜日に行われますハロウィン・パレードにつきまして、例年、パ

レード当日は、大勢の方に川崎駅周辺にお越しいただいておりますけれども、今年は、

史上初、コースの片側全車線を規制して実施することになり、参加者及び観客の皆様

にとって、より安全性が高まるとともに、非常にエキサイティングでダイナミックな

パレードになると考えております。パレードに続いて仮装コンテスト、ハロウィン・

アワードも行われます。 

 今年は、メインパレードと同じ日に、『スター・ウォーズ』関連のイベントを実施い
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たします。最大の見どころは、青森で大好評でありましたルーカスフィルム公認の「ス

ター・ウォーズねぶた」が市役所本庁舎前に４台集結いたしまして、出発式を行いま

す。その後、『スター・ウォーズ』関連の仮装者約１００名が加わり、川崎駅前に向け

てパレードを実施いたしますので、大きな注目が集まると考えております。 

 なお、ハロウィン・アワードと「スター・ウォーズねぶた」出発式では、私も仮装

させていただいて参加をいたしたいと思います。 

 ２４日、土曜日に行われるキッズ・パレードでございますけれども、毎年、大好評

のため、コースの見直しを行うことで、今年度は定員を昨年の１.５倍といたしました。

合計約１,５００名のお子様と保護者のかわいらしい仮装パレードになります。 

 そして、こちらも大きな注目を集めると思いますが、３１日、土曜日には、「ミス・

インターナショナルによるトリック・オア・トリート」も予定されております。仮装

したミス・インターナショナル７０名が仮装した子どもにキャンディーをプレゼント

する企画でございます。各国を代表するミス・インターナショナルが川崎に来て、川

崎を代表するイベントであるカワサキハロウィンに参加し、さらに、直接市民と交流

するという非常に貴重な機会になると考えております。 

 また、地域と連携した取組をご紹介申し上げます。 

 １つ目は、川崎プレミアム商品券との連動でございますが、カワサキハロウィンエ

リア内の商店街や商業施設で実施する各種キャンペーン時に、川崎プレミアム商品券

を使用することで特典を受けることができます。 

 ２つ目は、昨年に引き続き、本市と包括協定を締結しておりますＮＰＯ法人ピープ

ルデザイン研究所によるピープルデザイン川崎プロジェクトとして、キッズ・パレー

ドの際に、市内障害者関連施設の利用者の方々を含めてお手伝いスタッフを配置して

いただき、参加者や来場者のサポートをしていただく予定です。 

 その他の取組といたしましては、ハロウィン装飾バスの展示・運行がございます。

メインパレードが行われる２５日、日曜日に、川崎駅東口のバス停で装飾した市バス

の展示を行い、実際、そのバスの運行もいたします。あわせて様々な企画も実施させ

ていただきます。 

 また、市役所本庁舎には、巨大バルーンを３１日、土曜日まで設置してございます。

ハロウィンと言えば川崎と言われるぐらい大きなイベントになりました。今では、全

国各地でハロウィンイベントが行われるようになりましたけれども、行政も含め、地

域が一体となって実施しているのがカワサキハロウィンの大きな特徴だと思いますの

で、今後とも、地域の皆様とともにこのイベントを盛り上げてまいりたいと考えてお
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ります。 

 説明は以上でございます。 

司会： ありがとうございました。 

 それでは、質疑応答に入ります。 

 市政一般の質疑とあわせまして、質疑応答という形でお願いいたします。 

 それでは、進行は幹事社さん、お願いいたします。 

（日本最大級のハロウィンイベント「カワサキハロウィン２０１５」開催）

幹事社： よろしくお願いします。 

 では、幹事から３点、お伺いします。 

 まず、１点目、ハロウィンに関してですが、この２,５００人規模というのは、これ

は従来と比べて同規模なのか、それとも、例えば過去最大の規模とか、そんな言い方

ができるものなのかどうかというのが１点。 

 それに絡んで、市長のもう私見で構わないんですが、これが一番、今回、お勧めだ

みたいなのがあれば、数多くの中から、ここが今回はキーポイントだというのがあれ

ば、何かあればと思いまして、教えてください。 

 ２点目が、隣の横浜市の都筑区で、マンションが不良施工によって傾くという問題

が今、全国的に非常に大きな問題になっています。川崎も多くの高層マンションがあ

って、住民の方々は不安を抱えていらっしゃるものがあると思います。川崎市として、

今とり得る対策、既にとっている対策などございましたら教えてくださいというのが

１点です。 

 ３点目が再開発跡地なんですが、どうも一部報道などによりますと、取り壊しの工

事が中断しているようだということです。市として、この事実についてはどこまで把

握しているか。市として、どういった形で、それに今後かかわっていくかというのを

教えていただければ。よろしくお願いします。 

市長： カワサキハロウィンにつきましては、数については、ちょっと事務方のほう

から、これまでのどのぐらいの人数かというのをお話しさせていただければと思いま

す。 

 今回の見どころ、毎年と比べて違うところは、先ほど申し上げたとおり、「スター・

ウォーズねぶた」という形で、『スター・ウォーズ』関連の仮装が来るというのは、ご

案内のように、『スター・ウォーズ』の最新作が公開される前に、非常に盛り上がるの

ではないかなと。全国から注目されるのではないかと思いますし、ミス・インターナ
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ショナルが７０人もの世界の美女たちがカワサキハロウィンに来るというのも、これ、

また全国的な、全世界的なニュースになるのではないかなと思って、この２つが例年

と違いますので、よりおもしろさが増しているんじゃないかなと。片側全面にとめる

ことによって、その迫力がものすごく増すと思っております。 

（横浜市のマンション傾斜問題について）

 それから、都筑区のマンションの改ざんの件でありますけれども、ちょっと信じら

れないようなことなので、今、当事者のところで調査を行っているというので、まず

それを見守りたいと思いますが、現在のところ、川崎市として、何かこれについて対

策を講じているということでは、今ございません。 

（さいか屋の解体について）

市長： さいか屋は、工事を中断している。工事をというか、解体工事を中断してい

るという事実だけは把握しております。それについて、その後、どういう動きがある

のかというふうなのは、まだ私のほうで承知しておりません。 

（日本最大級のハロウィンイベント「カワサキハロウィン２０１５」開催）

土岐株式会社チッタエンタテイメント取締役： カワサキハロウィンの企画制作を担

当していますチッタエンタテイメントの土岐と申します。 

 私のほうから、最初のご質問にお答えしますが、参加人数が過去最大かどうかとい

うことですけれども、今、参加は定員を設けていまして、去年、２,５００人で、今年

も２,５００人と、これは安全面での配慮からなんですけど、２,５００人の定員いっ

ぱいなんですが、今年はさらにそれに「スター・ウォーズ」が２００人加わりますの

で、去年よりは、その２００人分が上乗せされるということになります。ただ、過去、

３,０００人を定員にしていた時代もありますんで、そういう意味では、過去最大では

ございません。 

幹事社： では、各社どうぞ。 

記者： 昨年は、たしか市長、ハロウィンのときはカボチャか何かの仮装だったと思

うんですが、今年、２回、仮装するみたいです。それぞれ違うんですか。内容はどん

な感じになるんですか。 

市長： ごめんなさい。 

記者： 要するに「スター・ウォーズ」とアワードと別々の仮装になるんですか。 
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市長： はい。両方、違う仮装だということです。 

記者： どんなものを予定しているんでしょうか。 

市長： 「スター・ウォーズ」は『スター・ウォーズ』関連ということで、もう一つ

のアワードのほうは当日のちょっとお楽しみということで。かなり昨年、カボチャで

出席して、あまりの完成度の低さに、ちょっとみんなから、このレベルじゃ、カワサ

キハロウィンは臨めないぞというようなありましたものですから、今年はかなりレベ

ルアップして登場したいと思ってます。 

記者： ジェダイで悪魔って退治できるんですか。 

市長： （笑）いや、どうでしょうか。いや、何とお答えしていいのかちょっと……。 

記者： そうですか。『スター・ウォーズ』関連であれするということは、星と言えば

「星に祈りを」とか、色々な言葉があると思うんですけれども、議会で予算の色々、

給食の関係で大変だったようなんですけど、結構四面楚歌の中で、やっぱり『スター・

ウォーズ』の関連じゃないですけど、どうなんですか、「星に願いを」というような感

じの部分もあったりするんですかとの理解なんです。 

市長： 願いではなく、着実な何か。何かを希望してとか、願ってとかという話では

なくて、そっちの話はしっかりと着実に説明をして、納得いただけるような仕事をし

たいと思っています。 

記者： わかりました。ありがとうございます。 

記者： ハロウィンと言えば川崎というお話がありましたけれども、今、六本木とか

渋谷とか、あちこちでもあって、たしか２５日は六本木も同じ日にやると思いますけ

ど、市長のほうから、どうですか。川崎は負けないとか、自負というか、誇りという

か、そういうものがもしあれば、あと、ここは違うというのがあれば。 

市長： 人数的には六本木とかというほうが、渋谷とか多いのかもしれませんが、レ

ベル感は世界一だと思っています。見ていただくと、このレベル感の圧倒的な差に気

づいていただけると思いますので、ぜひ見に来ていただいて、圧倒的な違いを見てい

ただきたいなと思っています。 

記者： そのレベルというのは、皆さんの仮装とか？ 

市長： 仮装の質ですね。そして、盛り上がり感と、それから、何といっても、やっ

ぱり地域全体が一体となったハロウィンの、まち全体がハロウィン化していくという

か、商店街の人たちも含め、皆さんが協力してハロウィンを盛り上げていると、そこ

はやっぱりほかのところではないだろうなと思います。 
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（横浜市のマンション傾斜問題について）

記者： すみません。幹事社の２点目の質問に絡んでなんですが、杭打ちの業者さん

のほうで、明日２２日にも、国土交通省に対して全国３,０００棟の物件の施工したも

のの報告をされて、それを国土交通省で発表されるという予定になっておりますが、

川崎市の物件が含まれていた場合の明日の市の対応というのは、どのように予定され

ていますでしょうか。 

市長： 現在、市の建物という中で、旭化成建材が施工したものというので、まだ完

全ではないかもしれませんが、今、調べております。複数箇所あることは承知してい

ます。しかし、いずれも、そこの使用者の方からは、何か不具合というふうな報告は

１つも来ておりませんので、まず、３,０００件のデータと私たちの認識しているもの

が一致するのかということをまず確認したいと思いますし、その後、いわゆる施工し

た、イコール改ざんということには当然ならないと思いますので、そこのあたりの調

査をしっかり待ちたいなと思っています。なかなか調査といっても、報道されている

とおり、できたものをどう、本当に明らかな不具合というのが出ていれば、それは何

かおかしいとなるんでしょうけれども、そうでない場合には、ちょっと確認しようが

ないというのがつらいところだなと思っています。 

記者： すみません。追加で１点。今、最新で把握されている、市のほうで市内の物

件というのは、その複数というのはどれぐらいの規模なんでしょうか。 

市長： 民間施設については、これは全く把握できません。というのは、他都市もそ

うだと思いますが、そこの杭を打つというか、施工のところで誰がやったかというの

を書く記載欄というものがないので、一体それがどこにどうなっているのかというの

は全くわからないです。 

 一方、市が所有する、管理しているものに関しては、現在のところ、複数あると認

識しています。 

記者： それは二桁、三桁、どのような規模感でしょうか。 

市長： 現在のところ、私が承知しているのは、同じ工法では６というふうな数字は、

これは確定数字ではありません。 

記者： 最新の。 

市長： 現在調べている限りは、それだというふうにはなっていますが、実際それが

変動する可能性はあります。 

記者： 承知しました。 

市長： ちょっと補足的になりますが、それがその３,０００件のものと一緒になるの
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かどうかというのも、全くわからないです。 

幹事社： すみません。念のため確認ですけど、その物件というのは、旭化成建材が

杭打ちを施工した物件という意味でよろしいですね。 

市長： そういうことですね。そういう工法でというのか、いう形でやっているのは

６件だと聞いています。 

幹事社： すみません。関連質問で、その６件というのは全部、市が所有するもので

すね。例えばなんですけど、市庁舎とか、市庁舎機能が入っている建物とか、そうい

ったものはありますか。 

市長： 市庁舎機能ですか。いや、それはないですね。 

幹事社： ない？ 

市長： なかったと思います。 

幹事社： 学校とかありますか。 

市長： ちょっと具体な形になってきますと、今、市庁舎はというふうな話になりま

すけれども、いろんな影響が、不安をあおってはいけませんので、どういう区分なの

か、どういう種類なのかというのは、少し今の段階では、公表は控えたいと思ってい

ます。 

記者： その建物については、当事者が調べるのと並行ないしは終了した時点で、市

独自で調査を行う予定とかはあるんですか。 

市長： 今のところは予定しておりません。 

記者： 予定されていない理由は、その不具合というのが報告がないということから

でしょうか。 

市長： はい。まず、ちょっと当事者の、いわゆるデータの改ざんの話ですから、改

ざんがあったか、なかったのかというふうな話をまず調べていただかないと、基本的

には、ああいう何センチ傾いているんだとかということがない限り、調べようがない

というのがおそらく実態ではないかと思っていますが。 

記者： すみません。関連してなんですが、先ほど民間の件は把握していないと。そ

れは杭を打つ記載欄がないからだとおっしゃっていたと思うんですが、例えば今後、

杭を打つ記載する欄を設けるとかという措置とかは予定していますか。 

市長： いや、これは多分、法律に基づいての、いわゆる建築基準法に基づいて建築

確認をしていくという、法律で決まっている話だと思います。ゆえに、各自治体によ

ってどうのこうのというふうな話ではないんじゃないかと理解しておりますが、もし

必要であれば事務方から答えさせますが、よろしいですか。 
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記者： はい。 

司会： 他はよろしいでしょうか。 

幹事社： 他いかがでしょうか。 

（市の財政収支見通しについて）

幹事社： じゃ、すみません。ちょっと話は変わるんですが、財政の見通しについて、

前回の議会でも、かなり総務委員会などで話題になっていますけれども、その進捗状

況として、予定どおり１１月には出せるということで。 

市長： そうですね。 

幹事社： よろしいでしょうか。 

市長： はい。 

幹事社： まず、それはどういう形で公表などをされることを考えられていますでし

ょうか。 

市長： たしかあれは議会に報告するというふうな形になっていましたね。 

幹事社： 直接市民というよりは、まず議会に説明するということ。 

市長： 議会に報告するということになると思います。 

幹事社： ほかいかがでしょうか。 

司会： よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして、市長会見を終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

市長： ありがとうございました。 

（以上） 

この記録は、重複した言葉づかい、明らかな言い直しや質問項目などを整理したう

えで掲載しています。 

（お問い合わせ）川崎市役所総務局秘書部報道担当 

 電話番号：０４４（２００）２３５５


