
川崎市国際施策推進プラン川崎市国際施策推進プラン川崎市国際施策推進プラン 概要版
ヒト、モノ、カネ、情報などが国境を越えて猛烈なスピードで移動する現在、グローバル化の進展は
私たちの⽣活に様々な影響を及ぼしています。川崎市では、これまでもグローバル化の流れに対して、
分野ごとに国際的な施策を推進してきました。今後、ますますグローバル化が加速し、本市を取り巻
く社会経済状況がより⼀層⼤きく変化する中で、本市が持続的に発展するための基本的な考え⽅を
明確にし、様々な分野にわたる国際施策を総合的に推進するため、新たにプランを策定します。

 

 国際施策を推進するための基本的な考え⽅ 
グローバル化の進展により、世界では新興国の経済成長に伴う都市間競争の激化や地球規模での課題の深刻化、また、

国内では少子高齢化や外国人市民の増加・多様化など本市を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しています。 

こうした中、本市が継続的に発展していくためには、最先端技術開発など他地域にはない本市の強みと魅力を発信し、

世界的な存在感を高めることで新たな人材や投資を呼び込み、さらに都市が発展する好循環を推進する必要がありま

す。様々な課題を克服し、これまでの先進的な国際施策の取組をさらに先へと進め世界をひき寄せる都市となるため、

川崎市がめざすグローバル都市像を掲げ、国際施策を展開していきます。 

 

次のページへ

◆新しい成長分野を取り込んだ力強い産業都市づくり
◆世界的な都市イメージの向上
◆2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした戦略的取組
◆多様性をいかしたまちづくり

川崎市の今後取り組むべき課題

国内外から行ってみたい！住んでみたい！働いてみたい！
そして市民が住み続けたい！

「世界をひき寄せる真のグローバル都市 川崎」
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国際施策を展開するための基本的な考え方（めざすグローバル都市像）

川崎発の最先端技術で
世界をリードするまち
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Ⅲ
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Ⅱ

川崎発の最先端技術で世界をリードするまち
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取組方針

Ⅰ

１　世界をけん引するビジネス拠点の創出

２　企業の海外展開による国際競争力の強化

３　海外への先端環境技術移転によるビジネス展開

１　国際的認知度向上の促進

２　海外から人を川崎にひきつけるまちづくり

３　海外諸都市との戦略的な関係の構築

１　地域での交流・多文化共生の促進

２　誰もが暮らしやすい環境づくり

３　グローバル都市・川崎を担う人材の育成・活用等

★ …新規、⼜は充実強化する取組例
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①互いを尊重し合う、グローバル社会にふさわしい市民意識の醸成
　　● 小・中学校における人権教育・多文化共生教育

　　● 市民への意識啓発

②グローバル人材の育成
　　● 小・中学校における国際理解教育

　　● こどもを対象とした外国語講座　　

　　● 留学生への本市の生活情報や魅力の提供

　　★ 小・中・高等学校における英語教育、コミュニケーション能力の育成

　　★ 国際交流員を活用した人材育成の推進

③市職員の意識の向上
　　● 人権意識を高める研修　　　　　　★ 国際理解・接遇などの研修

①キングスカイフロントを中心とした国際戦略拠点形成等
　　● 国の特区制度等を活用した企業・研究機関の立地誘導

　　● 研究者、研究機関、学術機関、企業等の幅広いネットワークの構築

　　★ 羽田連絡道路の整備

②海外との港湾物流の促進
　　● 新規航路開設に向けたポートセールス

　　● 東アジアの国際ハブポート形成に向けた

　　 　京浜３港の連携

③高度人材の呼び込みに向けた環境づくり
　　● アジア起業家村による外国人起業家の創業拠点づくり

　　● 教育や情報提供などの生活支援の充実

　　★ 外国人ビジターも中長期滞在できる施設やサインの多言語化などの誘導

①先端技術都市・かわさきの世界的アピール、国際貢献
　　● 海外都市との情報共有、国内外の研究者等への情報発信

　　● 専門家の海外派遣、研修生や視察者の受入れ

　　● 川崎国際環境技術展の開催や国際バイオテクノロジー展

　　　 などへの出展

　　● ＵＮＥＰ等、国際機関との連携

②世界に発信できる魅力づくり
　　● ミューザ川崎での著名海外オーケストラ公演

　　● 国際陸上競技大会ゴールデングランプリなど

　　　 国際的なスポーツイベントの開催

　　● 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムなどの海外へ

          のさらなる魅力発信

　　● カワサキハロウィンなどの国際色豊かな

　　　 イベント開催

③戦略的な情報発信
　　● 海外記者取材受入やプレスツアーなど海外

　　　 メディアとの連携

　　● 映画やテレビドラマのロケ地など映像関連

　　　 資源をいかした魅力の発信

　　★ ホームページやＳＮＳなどを活用したさらなる情報発信

①海外観光客の誘致
　　● 海外への観光セールス　　　

　　● 産業観光モデルツアー

　　● 県内自治体や羽田空港近隣都市等との連携

　　★ 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした

　　　 外国人観光客の誘致

②海外ビジターの受入環境の整備
　　● 市内案内表示の見直し（多言語表記、絵表示等）

　　● 飲食店、ホテル、交通事業者との連携（セミナーの開催、外国人向け観光案内

　　　 ツールの作成等）

　　★ 外国人観光客が使用できるＷi-Fi アクセスポイントの整備

　　★ 国内外の観光客等のニーズに合ったホテル・飲食店等の誘致

①国際相互理解、国際交流、地域の支え合い
　　● 市内の各主体による国際色豊かなイベント等の開催

　　● 市民団体の活動の支援及び連携の促進

　　● 市民ボランティアの活動機会の提供

　　● 国際交流協会、国際交流センターを活用した、市民

　　　 ボランティアや市民団体などの担い手の発掘、

　　　 活動支援等

②外国人市民の社会参画
　　● 外国人市民代表者会議の意見を市政に反映

　　● 地域における外国人市民との交流、地域活動への参加促進

　　● 留学生の国際交流活動への参画

①コミュニケーション支援
　　● 行政手続に関する通訳・翻訳支援

　　● 公共施設等の案内・表示の多言語化、絵表示の活用

　　● 外国人転入者への情報資料セットの配布

②生活支援
　　● 外国人相談　　● 居住支援（賃貸住宅入居時の保証支援）

　　● 医療通訳派遣　● ＤＶ被害者支援への通訳ボランティア派遣

③外国人及び外国につながりのある児童生徒等の教育支援
　　● 海外帰国・外国人児童生徒編入学教育相談の充実

　　● 母語が話せる日本語指導等協力者の派遣

　　● 外国籍児童生徒の多い学校への国際教室設置

　　● 外国人及び外国につながりのある児童生徒等の学習

　　　 支援 ・学校生活支援

　　● 日本語が不自由な保護者への支援

④子育て支援
　　● 保健福祉センター母子保健事業への翻訳・通訳者派遣

　　● 保育所での言語や生活習慣等の違いへの配慮

　　● 乳幼児保護者への子育て情報の発信、子育てサロンの開催

⑤危機管理
　　● 防災啓発パンフレット、防災マップの多言語版配布

　　● 災害時における多言語支援センターの設置

　　● 海外の感染症情報の市内医療機関などへの発信

①海外都市との互恵的交流の促進
　　● 中国・瀋陽市、上海市との環境・経済交流

　　● 韓国・富川市との文化交流

　　★ 留学生など川崎にゆかりのある人材の積極的な活用の検討

①企業の海外ビジネス展開支援
　　● 海外展示会への出展、ビジネスマッチングへの

　　　 参加を通じた海外での販路開拓支援

　　● 現地政府・支援機関等との連携による市内中小企業

　　　 の販売開拓・進出支援

　　● 海外に展開している企業に対する現地サポート体制

　　　 の整備

　　● 市内企業の海外展開相談のワンストップサービス

　　● 福祉分野に取り組む企業の中国等への展開支援

①環境産業のグローバル化の促進
　　● 川崎国際環境技術展の開催

　　　 （国際的ビジネスマッチングの場の提供）

　　● 先端技術・製品等の情報発信、川崎エコタウンや

 　　　環境関連施設等の視察受入

②上下水道分野における官民連携
　による国際展開
　　● かわさき水ビジネスネットワークを通じた官民連携による水環境の改善

〈実験動物中央研究所
（キングスカイフロント）〉

〈ミューザ川崎シンフォニーホール〉

〈外国人市民代表者会議〉

〈案内表示の多言語化〉

〈日本語サロン　
（LET’Ｓ国際ボランティア交流会）〉

〈藤子・F・不二雄ミュージアム〉

〈川崎工場夜景〉

〈殿町国際戦略拠点
キングスカイフロント〉

〈川崎国際環境技術展 2015〉

〈こども英語教室（国際交流協会）〉
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これらの取組により

の実現をめざします



 

 

  
 
 
 

 

 これまでの取組 
 

（５）環境技術の移転による国際貢献・産業交流の推進  
〜環境分野〜  

○友好都市等との環境技術交流 
・瀋陽市・上海市から  

環境技術研修生の受入  

○国際貢献・産業交流 
・「川崎環境技術展」の開催 

・「アジア・太平洋エコビジネス 

フォーラム」の開催  

（７）東アジアの物流拠点としてのさらなる充実強化  
〜港湾分野〜   

○国際競争⼒の強化    
・京浜港広域連携の推進 

・海外諸港へのポートセールス 

○友好港ベトナム・ダナン港との 
 交流 
○中国・連雲港港との交流 

（８）世界の⽔環境改善で国際貢献  
〜上下⽔道分野〜  

○⽔ビジネスの海外展開  
・「かわさき水ビジネス 

ネットワーク」の設立  

○海外への職員派遣による技術協⼒   
・ＪＩＣＡ技術協力プロジェクト 

  

 

 推進体制 
 

●「（仮称）川崎市国際施策推進委員会」を設置し、

庁内におけるプランの進捗状況を管理するととも

に、情報共有や連携、課題への対応を図ります。

●川崎市国際交流協会など国際的な活動をしている

団体、国際関連機関等と連携しながら効果的に取

組を推進します。 

（１）先進的な外国⼈市⺠施策の展開  
〜多⽂化共⽣分野〜  

○総合的な外国⼈市⺠施策  
・全国に先駆け外国人市民 

代表者会議を条例で設置 

・居住支援制度を開始 

○学校における取組 
・日本語指導協力者の派遣 

・国際教室の設置 

（３）市⺠団体等への活動⽀援 
 〜市⺠レベルの交流〜  

○国際交流センター等における取組  
・イベントや各種講座の開催  

・市民ボランティアの活動支援  

○市⺠団体等による取組  
・外国人市民との交流  

・日本人・外国人親子交流  

・国際理解教育の講師の派遣  

 

（２）友好親善等の推進  
〜姉妹・友好都市等との交流分野〜  

○友好親善交流  
・世界８都市と姉妹・友好都市提携  

○包括的な関係から分野別の交流へ  
・瀋陽市  ⇔  川崎市  

（環境技術交流協力）  

・ザルツブルク市 ⇔ 川崎市  

（音楽を通じた交流） 

 

（４）ビジネスの国際化を⽀援 
 〜経済・産業分野〜  

○経済・産業交流  
・ビジネスマッチング支援 

・起業家の誘致・育成  

○キングスカイフロントを中⼼ 
とした国際戦略拠点の形成  
・ライフサイエンス・環境分野の 

研究等  

○外国⼈観光客の誘致  
・羽田空港近隣都市との連携  

（６）都市イメージ向上の取組  
〜シティプロモーション分野〜  

○フォーリン・プレスセンター等との  
連携による海外記者の取材対応  

○様々な分野における海外への情報発信 
・ホームページ・パンフレットによる 

観光情報の発信 

・世界的な総合科学雑誌への掲載や 

ニュースレターの配信 

○各区役所における取組  
・多文化共生・国際理解 

推進イベントの開催 

・外国人市民向け情報 

コーナーの設置 

○医療にかかわる取組  
・医療通訳スタッフの派遣 

・サイト「かわさきのお医者

さん」の多言語情報提供 

〜多⽂化共⽣分野〜  

〜市⺠レベルの交流〜  〜経済・産業分野〜 

〜シティプロモーション分野〜 

＜国際交流センター＞ 
＜ラオス計画投資省と 
川崎市長との覚書締結＞

＜ＪＲ川崎駅東西自由通路 
ザルツブルクモニュメント＞

＞）年2102（集特崎川」erutan「＜ ＞携連間市都市陽瀋＜

＜川崎港＞ ＜かわビズネット 2014 総会＞

 

 計画期間 
 

平成３７（２０２５）年度までの概ね１０年間 
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川崎市総務局国際施策調整室 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 

電話：044-200-2240 ＦＡＸ：044-200-3746 Email：16kokusai@city.kawasaki.jp 

〜姉妹・友好都市等との交流分野〜

〜港湾分野〜 〜上下⽔道分野〜 

〜環境分野〜 

 

川崎市国際施策推進プラン 
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（第２期） 
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年度 

平成３０ 

（２０１８） 

年度 

平成３１ 

（２０１９） 

年度 

平成３２ 

（２０２０） 

年度 

平成３３ 

（２０２１） 

年度 

平成２７ 

（２０１５） 

年度 

平成２８ 

（２０１６） 

年度 

平成２９ 

（２０１７） 

年度 

第１期 
実施計画 第２期実施計画 第３期実施計画 

新たな総合計画 
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