
川崎市都市計画審議会第１９回都市計画マスタープラン等小委員会議事録 

 

 

１ 開催日時 令和４年７月１３日（水）午後２時４５分～午後４時２５分 

 

２ 開催場所 川崎市スポーツ・文化総合センター（カルッツかわさき）１階大会議室２・３ 

 

３ 出 席 者 

 〇委 員 

中村委員長、大沢委員、小川委員、中尾委員、岩山委員、渡部委員、 

水庭委員、宮下委員、村上委員、佐々木委員、郡委員、庄委員 

〇事務局 

まちづくり局計画部 吉原部長 

都市計画課 佐々木課長、 久木田担当課長 

都市調査担当 張戸担当係長 

企画調整担当 砂田担当係長 

 

 

４ 議  事 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の見直しに向けた検討状況について 
 

 

５ 傍聴者数 １名 
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川崎市都市計画審議会第１９回都市計画マスタープラン等小委員会議事録 

 

（吉原部長） 

 それでは、皆様おそろいでございますので、ただいまから、川崎市都市計画審議会都市

計画マスタープラン等小委員会を開催させていただきます。 

 委員の皆様には、続けての会議で、大変お疲れのところ申し訳ございません。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 本日の小委員会につきましては、川崎市審議会等の公開に関する条例に基づき、公開と

させていただきます。また、会議録には、個々の発言者氏名を記載いたしますことをあら

かじめ御了承願います。 

 それでは、早速ですが、定足数の報告をさせていただきます。委員総数１３名のうち１

２名の御出席をいただいており、半数以上の委員の御出席がございますので、都市計画マ

スタープラン等小委員会運営要領第３条第３項の規定により、本小委員会が成立している

ことを御報告いたします。 

 なお、本小委員会につきましては、先ほどの審議会にて、会長から委員の指名をいただ

いたところでございまして、現在、委員長、副委員長とも不在でございますので、委員長

選出等開会までの間、事務局にて進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 まず、本小委員会についてでございますが、この小委員会は、川崎市都市計画審議会条

例施行規則第３条及び川崎市都市計画審議会運営要領第１０条の規定に基づき、川崎市都

市計画審議会の下に設置してあるものでございます。目的といたしましては、「都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針」、「区域区分」、「都市再開発方針等」、「都市計画マスター

プラン」、「立地適正化計画」の策定及び変更に関して、必要な助言をいただくこととなっ

ております。 

 小委員会に属すべき委員につきましては、川崎市都市計画審議会条例施行規則第３条２

項の規定により、審議会の会長が指名することとなっておりますが、先ほどの審議会にて、

指名していただいたとおりでございまして、お手元にございます名簿のとおりでございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 次に、小委員会の委員長、副委員長につきましては、こちらは、川崎市都市計画審議会

条例施行規則第３条第３項の規定によりまして、小委員会委員の互選によることとなって

おります。本小委員会につきまして、事務局からの御提案でございますが、都市計画審議

会の会長である中村委員に委員長を、職務代理者である大沢委員に副委員長をお願いして

はいかがかと考えておりますが、いかがでございましょうか。 

 

― 異議なし―  
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（吉原部長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、委員長は中村委員に、副委員長は大沢委員に、それぞれお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに、委員長、副委員長から、一言御挨拶を頂戴したいと思います。初め

に、中村委員長からお願いいたします。 

（中村委員長） 

 中村でございます。今、御説明がございましたように、当小委員会、都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針、その他、様々なことについて、議論をするような小委員会でご

ざいます。どうぞ御協力いただきまして、よりよい議論ができますように、お願いをいた

す次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（吉原部長） 

 ありがとうございます。続きまして、大沢副委員長から一言お願いいたします。 

（大沢副委員長） 

 副委員長を拝命いたしました、大沢でございます。皆様、よろしくお願いいたします。 

 都市計画のマスタープランということは、２０年後の都市の創造を、皆様と一緒にした

いと思いますので、積極的な意見交換をできればと思いますので、引き続きよろしくお願

いいたします。 

（吉原部長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、会議の議長は、委員長に務めていただくことになっておりますので、これか

ら進行は、委員長にお願いしたく存じます。 

 中村委員長、よろしくお願いいたします。 

（中村委員長） 

 はい。それでは、引き続きの会議でお疲れのところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 ただいまから、川崎市都市計画審議会第１９回都市計画マスタープラン等小委員会を開

会いたします。 

 本日の議事につきましては、お手元にございます議事次第に従いまして、進めてまいり

ます。なお、川崎市都市計画審議会都市計画マスタープラン等小委員会運営要領第７条に

よりまして、議長のほかに１名の署名人を指名することとなっておりますので、本日の議

事録署名人には庄委員を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 傍聴の申出はございますでしょうか。 

（事務局） 

 ございます。 

（中村委員長） 
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 それでは、事務局で傍聴者を入室させてください。また、引き続き、傍聴者の方がお見

えになりましたらば、以後、適宜、事務局で入室をさせてください。 

 それでは、本日の議題は、「「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の見直しに

向けた検討状況について」でございます。 

 それでは、事務局から説明をお願いします。 

（張戸担当係長） 

 川崎市都市計画課の張戸と申します。本日は、よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議事項といたしまして、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の

見直しに向けた検討状況について、御説明いたします。 

 本日は、資料をスクリーンに映して御説明してまいりますので、スクリーンを御覧くだ

さい。また、お手元のＡ３横長の概要版資料につきましては、適宜御覧いただければと思

います。 

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等を略して整開保等と呼んでおりますが、

令和６年度中に改定を行う予定となっておりまして、それに当たり、今年度はパブリック

コメントを経て、「整開保等の見直しの基本的考え方」を策定することとしております。 

 本日は、この「基本的考え方」の現時点での素案について、概要版を用いて御説明をさ

せていただきまして、委員の皆様から御意見をいただければと思います。 

 初めに、資料１ページを御説明いたします。 

「１章 はじめに」の、「１「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等とは」でご

ざいますが、整開保は、都市計画法に基づき、広域的・根幹的な都市計画に関する基本的

な方針を定めるものでございまして、都市計画区域内において、都市計画の目標、市街化

区域と市街化調整区域を区分する区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針な

どを定めるものでございます。 

 また、その下に記載の「都市再開発の方針」・「住宅市街地の開発整備の方針」・「防災街

区整備方針」につきまして、本市では、整開保と併せて同時期に改定を行っております。 

 続きまして、関連計画との関係について、計画体系図でお示ししてございますが、整開

保は、本市総合計画に即した上で、都市計画マスタープランの上位計画として位置づけら

れており、あわせて、現在策定に向けて検討中の立地適正化計画に対しても、上位計画と

なるものでございます。 

 次に、資料右側、「２「整開保」等の見直しの経緯」でございますが、整開保は、昭和４

５年に策定されまして、６回目の見直しまでは県が行ってまいりましたが、平成２７年に、

本市に都市計画決定の権限が移譲され、現行の方針でございます７回目の見直しでは、本

市による主体的な見直しが行われまして、現在８回目の見直しの時期にございます。 

 次に、「３「「整開保」等の見直しの基本的考え方」の作成の目的」でございますが、本

市の都市づくりを取り巻く環境の変化に的確に対応するため、「整開保」等の見直しを行う

に当たりまして、「整開保」等は都市計画の根幹的方針であることから、見直しの土台とな
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ります「基本的考え方」について、市民意見をパブリックコメントで確認し、見直しに反

映させていくために作成するものでございます。 

 次の４では、「整開保」等の見直しの基本的考え方の構成図をお示ししております。今ま

で御説明してきました内容は、こちらの「１章はじめに」となっております。 

 続きまして、「２章「整開保」の見直しの基本的考え方」を御説明いたします。資料は２

ページでございます。 

 「１「整開保」見直しに当たっての前提」でございますが、本市の総合計画に即すとと

もに、総合計画の実施計画と整合を図ってまいります。 

 次に、「２「整開保」見直しに当たっての基本的方向性」でございますが、将来的な人口

減少社会への転換等が予測されることから、持続的に都市の活力を維持していくための都

市づくりが必要となっております。 

 また、災害リスクの高まりなどへの適応などの都市づくりを取り巻く環境の変化を捉え、

的確に対応していく必要がございます。 

 次に、「３、都市計画の目標」でございますが、都市計画運用指針では、「都市計画の目

標」といたしまして、おおむね２０年後の都市の姿を展望した上で、相当長期間にわたり

普遍性を有する「都市づくりの基本理念」を定めることが望ましいとされていることから、

その考え方に基づきまして「都市づくりの基本理念」を定めております。 

 「（１）目標年次」でございますが、おおむね２０年後の都市の姿を展望した上で、おお

むね１０年間、令和１７年までの都市づくりの方針や主要な都市計画決定の方針などを定

めることといたします。 

 次に、「（２）「都市づくりの基本理念」の考え方」でございますが、左側のアに記載して

おります「本市総合計画」の「基本構想」に即して、右側のイに記載の「整開保で定める

都市づくりの基本理念」といたしまして、都市の特徴や骨格を概念的に表す「都市構造」

と、「都市づくりの基本方針」を定めますが、前回の見直し時から「基本構想」等に変更が

なく、また、大きな方向性にも変更がないことから、前回見直し時の考え方を踏襲いたし

ます。 

 こちらは、都市構造を図で表した都市構造図でございます。本市では、主要なターミナ

ル駅を中心に、多様な都市機能の集積や交通利便性の高い地区が形成されておりまして、

これらを三つの種類の拠点に分類しております。 

 広域拠点といたしまして、川崎駅・小杉駅・新百合ヶ丘駅の周辺地区を位置づけており

ます。また、臨空・臨海都市拠点といたしまして、殿町・大師河原と浜川崎駅周辺の地域

を位置づけまして、さらに地域生活拠点として新川崎・鹿島田駅、溝の口駅、鷺沼・宮前

平駅、そして登戸・向ヶ丘遊園駅の周辺地区を位置づけております。 

 次に、資料右上の「４、近年の都市づくりに関する動向と今後必要な取組」につきまし

ては、「整開保」の見直しの視点を明確にするため、社会経済情勢、本市及び国・県のまち

づくりに関する動向などを整理しております。 
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 「（１）社会経済情勢の動向と今後必要な取組」といたしまして、「ア、人口減少社会の

転換と高齢化のさらなる進展」、「イ、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う社会変容」、「ウ、

脱炭素社会の実現に向けた取組の進展」及び、「エ、自然災害の激甚化・頻発化」の四つに

整理しております。 

 続きまして、資料３ページ目を御説明いたします。 

 「４、近年の都市づくりに関する動向と今後必要な取組」の続きでございますが、（２）

では、本市における「まちづくりに関する動向と今後必要な取組」、（３）では、国や県に

おける「動向と今後必要な取組」を整理しておりまして、上段では、これまでの取組と下

段の四角囲みでは今後必要な取組を取りまとめております。 

 それでは、「（２）本市のまちづくりに関する動向と今後必要な取組」について、御説明

いたします。資料は、拠点の分類ごとに整理しております。 

 「ア、広域調和型のまちづくり」の「広域拠点の整備」でございますが、「川崎駅周辺地

区」では、土地利用転換等のタイミングを捉え、本市の玄関口にふさわしい都市機能誘導

や、都市基盤整備の取組、「小杉駅周辺地区」では、大規模工場地における適切な土地利用

誘導など、各地区の特性や課題等に応じた取組のさらなる推進が求められております。 

 次に、「新百合ヶ丘駅周辺地区」では、「地域資源などを活かした魅力ある拠点形成が求

められておりますが、横浜市高速鉄道３号線の延伸に伴う周辺環境などの変化を見据え、

駅周辺の低未利用地などにおける土地利用転換の誘導などに向けた取組の推進が求められ

ています。」 

 続きまして、「臨空・臨海都市拠点の整備」でございますが、扇島地区などの「大規模な

土地利用転換の取組の推進や、交通機能強化に向けた取組のさらなる推進が求められてお

ります。」 

 続きまして、資料中央の「イ、身近な地域が連携するまちづくりの推進」の「地域生活

拠点の整備」でございますが、「新川崎・鹿島田駅周辺地区」、「鷺沼・宮前平駅周辺地区」、

「登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区」及び「その他鉄道沿線地区」では、各地区の特性や課題

等に応じた取組など、引き続き、さらなる推進が求められております。 

 続きまして、資料中央下段の「ウ、効率的・効果的な交通体系の構築」の、「広域的な交

通網の整備」でございますが、「鉄道事業者などとの連携により、横浜市高速鉄道３号線の

延伸に向けた取組のさらなる推進などが求められております。」 

 次に「市域の交通網の整備」及び「身近な交通環境などの整備」でございますが、地域

特性を踏まえた交通環境の改善、効率的・効果的な都市計画道路等の整備や地域公共交通

を取り巻く環境変化等を踏まえた取組をより進める必要がございます。 

 続きまして、資料右側の「（３）国・県のまちづくりに関する動向と今後必要な取組」で

ございますが、主なものを御説明いたします。 

 「イ、都市再生特別措置法等の一部改正」が行われまして、災害ハザードエリアにおけ

る住宅等の立地の抑制や、防災まちづくり、ウォーカブルの推進を意識した魅力的なまち
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づくりなどについて検討する必要があります。 

 次に、「エ、建築物の用途制限などに係るまちづくり手法の柔軟な運用について」は、デ

ジタル化の進展等による多様なニーズに柔軟に対応できる建築物の用途制限などの、都市

計画等について検討する必要がございます。 

 続きまして、資料４ページを御説明いたします。 

「５、「整開保」の見直しの視点」でございますが、ただいま御説明いたしました「４、

近年の都市づくりに関する動向と今後必要な取組」を踏まえまして、今回の「整開保」の

見直しにおける「見直しの視点」を、「ア、全体」、「イ、土地利用関係」、「ウ、交通関係」、

「エ、緑・環境関係」、「オ、防災関係」ごとに整理しております。 

 続きまして、「６、見直しの基本的考え方」でございますが、ただいま御説明いたしまし

た「５、「整開保」の見直しの視点」を基に、七つの「都市づくりの基本方針」ごとに取組

の方向性を示しており、二重丸は「今回見直しで新設」した項目、一重丸は「前回の見直

しから継続・更新」した項目を表しております。 

なお、各項目は資料スペースの関係から、本編の一部を抜粋して記載しております。 

今回新設したものの中から一部を御説明いたします。 

 「ア、「魅力ある都市づくり」の取組の方向性」といたしまして、地域生活拠点や交通利

便性の高い身近な駅周辺のまちづくり等の推進や、横浜市高速鉄道３号線延伸に伴う新駅

周辺における適切な土地利用の誘導等、地域特性を踏まえた計画的な市街地整備の推進。 

 次に、「イ、「誰もが暮らしやすい都市・住まいづくり」の取組の方向性」といたしまし

て、高齢化の進展等を見据えた、住宅地における生活利便施設等の立地誘導による利便性

の向上や、社会変容を踏まえた都市機能の整備誘導や場の創出等による居住環境の価値・

魅力向上の推進。 

 次に、「ウ、「緑と水の豊かな環境に配慮した都市づくり」の取組の方向性」といたしま

して、都市の低炭素・脱炭素化、建築物の省エネ化、スマートエネルギーシティの実現な

ど、脱炭素社会の実現に向けたまちづくりを推進します。また、等々力緑地の再編整備等、

社会環境の変化を踏まえ、人と自然が共生した魅力ある公園緑地の整備を推進いたします。 

 次に、「エ、「産業の発展を支える都市づくり」の取組の方向性」といたしまして、臨海

部の基幹産業の動向を踏まえた新産業創出拠点の創出、扇島地区などの大規模な土地利用

転換、交通基盤整備に向けた取組の推進。 

また、臨海部の機能強化に向けた浮島地区等における土地利用誘導や交通環境整備に向

けた取組の推進。 

さらに、工業系用途地域における、製造業等による工業系用途での持続的な土地利用の

誘導による工業の維持・促進を行います。 

 次に、「オ、「災害に強い都市づくり」の取組の方向性」として、各種防災計画に基づい

たハード・ソフトの両面からの防災・減災対策の推進。 

また立地適正化計画の策定とその計画に基づく防災施策の推進とともに、災害に強いま
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ちづくりを実現するための地域住民との協働による防災まちづくりの取組の推進。 

 次に、「キ、「人口減少を見据えた持続可能で効率的な都市づくり」の取組の方向性」と

して、人口減少などを見据えた公共施設や生活利便施設の適正な配置や、効率的・効果的

な路線バスネットワークの形成や地区コミュニティ交通の導入促進などの取組の推進など

としております。 

 続きまして、資料５ページを御説明いたします。 

「３章「都市再開発方針」等の見直しの基本的考え方」について御説明いたします。 

まず、資料左側、「１、「都市再開発の方針」の見直しの基本的考え方」でございます。 

「（１）概要」でございますが、本方針は人口集中の特に著しい大都市を含む都市計画区

域において、計画的な再開発が必要な市街地の区域や、当該地の再開発の目標などを定め

るもので、本市では商業地・住宅地の再開発の促進等、計画的な市街化などを推進するた

め、本方針を定めております。 

 「（２）地区指定の考え方」でございますが、低未利用な土地利用、建築物の密集や老朽

化、居住者の高齢化等の課題がある区域のうち、計画的な再開発が必要な市街地につきま

しては、「１号市街地」として定めるものとし、１号市街地のうち、土地の合理的な高度利

用や土地利用の再編などの面的整備事業を図る機運のある地区につきましては、その熟度

に応じて「整備促進地区」、「２号再開発促進地区」として定めるものといたします。 

 「（３）見直しの基本的考え方」でございますが、スクリーンには「現行の「都市再開発

の方針附図」をお示ししております。 

本市では、現在、１号市街地、整備促進地区、２号再開発促進地区をそれぞれ指定し、

計画的な再開発を推進しておりますが、今回の見直しでは、必要に応じて本方針などにつ

いて見直すとともに、個別地区について横浜市高速鉄道３号線の延伸に伴う中間駅周辺や

臨海部における土地利用転換が想定される地区などでの新規追加、あるいは既存地区の拡

大、縮小、廃止の検討を行います。 

 次に、資料中央の「２、「住宅市街地の開発整備の方針」の見直しの基本的考え方」でご

ざいます。 

「（１）概要」でございますが、本方針は大都市地域の都市計画区域において、良好な住

宅市街地を整備・開発すべき地区や、当該地の整備・開発の目標などを定めるもので、本

市では道路・公園等の基盤が整った良好な市街地の整備・開発を推進するため、本方針を

定めております。 

 「（２）地区指定の考え方」でございますが、県の住生活基本計画及び本市住宅基本計画

と整合を図りまして、住環境の改善・整備、住環境の保全と形成を推進するため、良好な

住宅市街地として計画的に開発すべき地区を「重点地区」として定めるものといたします。 

 「（３）見直しの基本的考え方」でございますが、スクリーンには「現行の「住宅市街地

の開発整備の方針附図」をお示ししております。本市では現在、九つの重点地区を指定し、

計画的な住宅市街地の整備・開発を推進しておりますが、今回の見直しでは、必要に応じ
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て住宅市街地の開発整備の目標等について見直すとともに、個別地区について、横浜市高

速鉄道３号線の延伸に伴う新駅開業を見据えた新規追加、あるいは既存地区の拡大、縮小、

廃止の検討を行います。 

 次に、資料右側の「３、「防災街区整備方針」の見直しの基本的考え方」でございます。 

「（１）概要」でございますが、本方針は、密集市街地の改善を図るために、再開発が必

要な地区や当該地の再開発の目標などを定めるもので、本市では防災に関する機能の確保

などを図り、災害に強い都市を実現するため、本方針を定めております。 

 「（２）地区指定の考え方」でございますが、延焼の危険性や避難の困難性が高いなど、

防災上の危険性が特に高い密集市街地のうち、市街地の再開発を促進すべき地区を「防災

再開発促進地区」として定めるものといたしまして、防災再開発促進地区内で延焼防止上

及び避難上整備が必要な主要な道路、公園等の公共施設を「防災公共施設」として定める

ものといたします。 

 「（３）見直しの基本的考え方」でございますが、スクリーンには現行の「防災街区整備

方針附図」をお示ししております。本市では、現在、二つの防災再開発促進地区を指定い

たしまして、計画的な防災街区の整備に向けた取組を推進しておりますが、今回の見直し

では、必要に応じて本方針等について見直すとともに、個別地区について、必要に応じて

新規追加、あるいは既存地区の拡大や縮小などの検討を行います。 

 続きまして、資料６ページを御説明いたします。 

「４章、区域区分の見直しの基本的考え方」について御説明いたします。 

まず、資料左上、「１、区域区分の概要」の「（１）趣旨」でございますが、区域区分は、

無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止、計画的な公共施設整備による良好な市街地

の形成、都市近郊の優良な農地との健全な調和など、都市の将来像を踏まえ、地域の実情

に即した土地利用の根幹となる計画として定める必要がございます。 

なお、区域区分とは、市街化区域と市街化調整区域の区分のことでございまして、「市街

化区域」は、既に市街地を形成している区域や、おおむね１０年以内に優先的かつ計画的

に市街化を図るべき区域を、また、「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域で、建

築や開発行為が原則禁止される区域となっております。 

 「（２）本市の状況」でございますが、本市ではこれまで、都市化の進展に合わせ、市街

化区域を拡大してきておりまして、現在は市域面積のうち約８８％は市街化区域でありま

す。大都市の中でも市域に占める市街化区域の割合が高い傾向にございます。なお、本市

の市街化調整区域は、主に多摩川、鶴見川の河川敷や、臨海部の埋立地、市北部の農地・

緑地を中心に分布しております。 

 次に、資料右上、「２、区域区分の見直しの基本的考え方」でございます。 

「（１）見直しの視点」でございますが、これまでの視点に加えまして、災害に対する安

全性の確保に配慮するものといたします。 

 「（２）見直しの基本的考え方」でございますが、都市計画マスタープラン及び都市機能
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等の立地適正化に関する取組方針等の都市計画に関する基本的方向等を勘案いたしまして、

画面にお示しするアからカの考え方に基づきまして、区域区分の見直しの検討を行います。 

なお、今回の変更点は、「災害に対する安全性の確保」の見直しの視点を踏まえ、「オ」

に「災害の発生のおそれがある土地等は市街化調整区域に編入できる」との考え方を追加

した点でございます。 

 続きまして、資料下段「５章、区域区分の基本的基準」について御説明いたします。 

当基準は区域区分の見直しの基本的考え方を踏まえまして、具体的な基準等を定めるも

ので、実際の区域区分の見直しに当たりましては、当基準により行うこととなります。 

 初めに、「１、市街化区域の規模」でございますが、区域区分の見直しに当たっては、市

街地に配置すべき人口・産業を適切に収容し得る規模とする必要があることから、都市計

画基礎調査を踏まえた、本都市計画区域の目標年次であります令和１７年の人口等の見通

しに基づきまして、市街化区域として適正な規模の面積を設定いたします。 

 次に、２、３及び４では、市街化区域または市街化調整区域に編入できる区域をそれぞ

れ定めております。 

 「２、市街化区域への編入」でございますが、既成市街地、新市街地及び公有水面埋立

法による埋立地は、市街化区域へ編入できるものといたします。 

なお、新市街地については、計画的な市街地整備の検討熟度に応じて、保留フレーム方

式を活用することとします。 

なお、保留フレームとは、市街地として必要と見込まれる面積の全てを即地的に市街化

区域として割りつけるのではなく、その一部を保留した上で計画的な市街地整備が確実に

行われる調整が整った時点で編入することを示しております。 

 次に、「３、市街化調整区域への編入」でございますが、先ほどの「見直しの基本的考え

方」を踏まえまして、新たな考え方として、現在策定に向け検討中の立地適正化計画にお

いて、居住誘導区域ではない区域で、かつ現に市街化されておらず計画的な市街地整備の

見通しのない区域など、災害の発生のおそれのある土地の区域は、土地所有者の合意の下

に市街化調整区域へ編入できるものといたします。 

 次に、「４、事務的変更」につきましては、道路整備等によりまして、区域決定境界の地

形地物等が変更された区域については、市街化区域または市街化調整区域に編入できるも

のといたします。 

 続きまして、「５、区域区分の見直し」でございますが、ただいま２、３、及び４で御説

明いたしました市街化区域または市街化調整区域に編入できる対象区域における見直しの

タイミングを定めております。 

具体的には整開保の改定に併せまして、即時、区域区分を見直す「即時編入」、または保

留フレームを活用した区域について、計画的な市街地整備が確実に行われる調整が整った

場合などに、随時区域区分を見直す「随時編入」のいずれかにより区域区分を見直すこと

といたします。 
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 最後に、資料右側の「６章、見直しのスケジュール」でございますが、今年度中に「「整

開保」等の見直しの基本的考え方」を公表いたしまして、令和６年度中に都市計画決定を

行う予定で、引き続き検討を行ってまいります。 

なお、参考資料といたしまして、本見直しの基本的考え方の現時点での素案、本編をお

つけしておりますので、後ほど御覧ください。 

 また、本日、御覧いただく用といたしまして、現在の整開保等の本編も机上に置かせて

いただきました。既にお持ちの方もいらっしゃると思いますが、お持ちでないようでした

ら、お持ち帰りいただいても構いません。 

 以上で、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の見直しに向けた検討」の状況

についての御説明を終わります。 

（中村委員長） 

 はい。御説明どうもありがとうございました。 

結構、大部な内容といいましょうか、多岐にわたった内容でしたので、少しついていけ

ないところもあろうと思いますけれども、最後にスケジュールの説明がありましたように、

令和４年度、今年度中に、この整開保等の見直しの基本的考え方、これを取りまとめて公

表していきたいというようなことですよね。今日、現時点での検討途上の素案といったも

のの、骨子をいろいろ御紹介いただいたということになっております。 

皆様方から御意見、御質問等をいただく前に、本年度だけで言うと、第一発目で今日御

説明いただきましたけれども、この見直し等の基本的考え方ですかね。これについて、こ

の小委員会で議論するようなことというのは、あと何回ぐらいあると思えばよろしいんで

しょうか。 

（張戸担当係長） 

 本日は、素案の現時点の御審議をいただきまして、その意見を反映させるなどいたしま

して、次回１０月頃を予定しております小委員会でもう一度御審議していただいた後、お

おむね１２月頃を予定しておりますが、その内容でパブリックコメントの手続に入ってい

ければと思っております。 

（中村委員長） 

 はい。分かりました。今日、お気づきの点があったところをいただき、あるいは、後日

いただいたものも含めて、１０月にもう一度議論する機会があるといったことでございま

す。今日は、第一発目で、要点を説明いただきましたので、そもそもこれはなんですかと

いうところから御質問もあろうかと思いますけれども、そこからでも結構でございますの

で、お気づきのところの御質問、あるいは御意見等、頂戴できればと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

（岩山委員） 

 いいですか。 

（中村委員長） 
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 はい。どうぞ。はい。それでは、岩山委員、どうぞ。 

（岩山委員） 

 商工会議所の岩山です。よろしくお願いします。 

私からの意見が二つと、質問が一つありまして、一つ目は、４ページの産業の発展を支

える都市づくりに関わるところですけれど、御承知のとおりといいますか、低炭素、脱炭

素社会において重要な役割を担うというのが見込まれるというものが、水素と言われてお

りまして、これについて関わるところで意見を申し上げさせていただきます。 

京浜臨海部において、水素とかアンモニア等、こういったものを海外から輸入して、受

け入れ、そして貯蔵して、周辺にある８４０万キロワットある発電所、こういったところ

だとか、あるいはエネルギー企業、こういったところに供給して、脱炭素燃料のいわゆる

サプライチェーンをこれから構築してはどうかという動きがまさに今、出ているところで

ありまして、２０３０年に向けて、川崎が中心となって脱炭素のサプライチェーンをつく

って、それで、そこを基点にして首都圏全体のカーボンニュートラルに貢献していこうと

いう動きが今出ているという認識であります。 

去る５月１２日には、市長を会長として、市内の立地企業なども参加する形で、いわゆ

るＣＮＫ、かわさきカーボンニュートラルコンビナートとそれからカーボンニュートラル

ポートの形成推進協議会といったものが立ち上がって、官民連携して検討を深めていこう

という動きが出ておりますので、いわゆる、今まで京浜臨海部というのはどちらかという

と、ＣＯ₂ を排出するぞといったエリアであったのですが、これからは、こういった水素、

アンモニア等の脱炭素燃料のサプライチェーンの構築に貢献して、先ほど申し上げたとお

り、首都圏のゼロカーボンに資するということですので、この整開保の中で、この産業の

発展を支える都市づくりの中に、いわゆる受入供給側という観点で、ここにやはり少し言

及していただくのがいいんじゃないかなと。 

今、まちづくりの中に脱炭素社会の実現ということが書かれているのですけれども、そ

れはどちらかというと、需要があって、コンシューマー側の観点だと思いますので、供給

側というかサプライチェーンをつくると、新しい産業をつくるという観点で、この部分に

言及されてはどうかなというのが１点目の意見であります。 

 それから２点目は、交通関係ということですけれど、今後２０年ぐらい先の整開保とい

うことで展望したときに、今、この交通関係、車だとか、鉄道だとか、地下鉄ということ

で、視点が置かれているわけですけれど、いよいよ大阪万博のときには、空飛ぶ車が飛び

出すということでありますので、やはりその次世代ビークルというのですか、ｅＶＴＯＬ、

こういった空飛ぶ車というのはもう２０３０年ぐらいになってくると、かなりの割合で出

てきているのではないかというふうに思いますので、そういった視点を入れた形の交通体

系。 

例えば、川崎の特徴とは多摩川があるということで、多摩川の上に空飛ぶ車というのは、

一番実現性が高いんじゃないかなと僕は考えますので、例えば空飛ぶ車だとか、あるいは
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物流の大型ドローンの新しい交通網だと位置づけだと考えると、多少その交通網に対する

視点というのも変わってくるのではじゃないかなと思いますので、その辺りの研究もして

いただければどうかなというのが二つ目の意見であります。 

 最後、これは質問ですけれども、５ページにありました防災街区整備方針の見直しの基

本的考え方というところですけれど、今、たしか防災街区は、市内で２地区、２地点指定

されているわけですけれど、この中に、今後、追加で指定する場合の基準的なことが、（３）

のアの中に書かれておりまして、防災上の危険性が特に高い地域で、このうち、一体的か

つ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区がある場合は、新たに防災再開発促進地区と

指定すると、こういう表現があるわけですけれど、言ってみればこれは基準ですけれども、

その一体的かつ総合的にという、この辺の判断基準について、具体的にどういうイメージ

の基準なのかということの質問ですけれども、教えていただきたいということで、意見を

二つと質問一つでございます。 

 以上でございました。 

（中村委員長） 

 はい。ありがとうございます。 

 それでは、質問がございましたので、事務局のほうからお答え等、お願いをいたします。 

（張戸担当係長） 

 はい。ありがとうございます。 

御意見いただきまして、１点目につきましては、確かに今、このエの部分脱炭素の視点

ですとか、少し読み取れないような部分はございます。ただ、２ページのところでも、２

ページの４の（１）社会経済情勢の動向等と必要な取組の中の、ウのところ、脱炭素社会

の実現に向けた取組の進展の必要性ということは認識してございますので、関係部署とも

協議しながら、こちらでどのような記載ができるかを検討させていただこうと思っており

ます。 

 御意見いただきました、２点目の交通関係、次世代ビーグル、空飛ぶ車などが代表され

るようなことについては、今すぐ都市計画的に、どのように絡んでいけるかは、すぐ思い

つかないのですが、こちらにつきましても、どのような記載ができるのか、できないのか

も含めまして、検討させていただければと思います。 

（砂田担当係長） 

 ３点目の防災街区整備方針の一体的かつ総合的にというところの判断基準ですけれども、

まず現時点では、川崎市内では、先ほど御発言ありました２か所、小田地区と幸町という

ところで指定をしております。一体的総合的にというところですけれども、当然個別の建

物の不燃化というところはやりつつも、条件が整えば、防災街区整備事業ということで、

面的な再開発事業みたいなものであったり、地区計画みたいなものをかけて、都市計画手

法を活用して、面的に防災力を向上していくというところを意図して記載をしてございま

す。 
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 具体的に、面積が幾つ、こういう基準があったらこれに該当するというところはないの

ですけれども、今、現時点ではこういった面的な事業を想定される地区を指定していると

いったような状況でございます。 

（中村委員長） 

 はい。どうぞ。 

（岩山委員） 

 一体的にという部分からは面的にということが読み取れる。それは理解できるのですが、

総合的にというのは、どういう判断なのかということが聞きたかったのですけれども。 

いや、面的にとは、ある集まりで、危険性が特に高い地域であったとして、それがある

程度一体的にというか、面的に防がないといけないよねというのは分かるのですけれど、

次に、総合的にというのは、どういう判断なのかなということなのですけれども。 

（砂田担当係長） 

 そうですね。お答えが難しいので少し考えさせていただきたいのですけれども、ハード

的な整備と、ソフト面での対策ですね。当然、まちづくり的なもので整備をしていくもの

と、地域住民の方々との防災意識の醸成であったり、そういった取組を踏まえて総合的と

いうところで、今の記載があるものと考えております。 

（中村委員長） 

 はい。どうもありがとうございました。 

 ほかに、ございますでしょうか。 

 はい。それでは、佐々木委員、手が挙がっておりますので、佐々木委員、お願いいたし

ます。 

（佐々木委員） 

 市民委員の佐々木でございます。 

私のほうから１点質問というか、全体的に見て、例えば、Ｐ４ページですけれども、土

地利用とか、交通関係とか、防災とか、いろんなテーマがあるのですが、これから２０年

後の展望を見据えながらということですので、外せないのは、デジタル化だと思うのです

が、一つ全体の中にデジタル化、その他技術革新の進展等を踏まえたまちづくりという一

行があるのですが、具体的に、例えばどういうものを目指しているとかという姿が、この

資料の中に見えてこないですね。そういうのを一つ、もし考えているのでしたらそれをお

聞きしたいのと。 

また、例えば、渋谷のほうだと、メタバースですよね。バーチャル渋谷というんですか。

たしかそういうバーチャルシティというものを積極的にやっていっていると、やっていこ

うという動きがあるのですが、例えば、バーチャルシティ川崎みたいな何かそういう考え

があるのか、ないのかとか、その辺のデジタル化に向けた施策とか、方向性とかという何

か、考えがあるのでしたら教えていただきたいと思います。 

 以上です。 
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（中村委員長） 

 はい、ありがとうございます。いかがでございましょうか。 

（砂田担当係長） 

 はい。デジタル化の具体的な取組の御質問でございますが、昨今、国のほうなどでも、

デジタル田園都市のほうで基本構想や、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０など、そういったデータを

活用したまちづくりというところが、提唱されてきているところでございます。川崎市に

おきましても、今後、都市のＤＸ化、デジタルトランスフォーメーションであったり、そ

ういったデータを活用したまちづくりというのが、より重要になると考えております。 

 具体的にというところになると、まだ、具体的にこういうふうにしてというところまで

は、まだ描けていないところではあるのですけれども、例えば、当然、データの取扱いと

かというのは、考えなければいけないのですけれども、各種データを取得して、それを例

えば教育であったり、医療であったり、福祉であったり、そういったところに、そのデー

タを活用して、より効率的な、今、人間中心の社会というところもありますので、市民の

人々がより幸福なまちづくり、ウェルビーイングのようなまちづくりとうたっているので

すけれども、そういったまちづくりに寄与するように、データを活用して、まちを展望し

てつくっていくと、そういった構想的なところは今思い描いているところでございます。 

 具体的にここでどういうふうにデータを活用してというところは、まさにこれから考え

ていかなければいけないかなと考えております。 

（佐々木委員） 

 ありがとうございます。せっかくこれから審議するということですので、ぜひ、その辺

もいろいろ取り組んでいただければと思います。よろしくお願いします。 

（中村委員長） 

 どうもありがとうございます。 

 ほかに、ございましたら、はい。どうぞ、中尾委員、お願いいたします。 

（中尾委員） 

 中尾です。 

今、佐々木さんが言われたことですけれども、例えば、４ページを見ると、片仮名がい

っぱい書いてあり、僕たちの頭がついていかない、いろんなふうに取れちゃうんですよ。

こういう書き方をされると、そこで何を言っているのかが、よく分からない。だから、も

う少し丁寧な言い回しを使ってもらえるとありがたいなと思う。 

例えば、ウェルビーイングについて言われましたけれども、そういうことをどこかにち

ゃんと分かるようにしておいてもらわないと、単純にずらずらずらと言葉を並べられたの

では、私たちも審議のしようがないのです。そこをお願いできないかと思います。 

（張戸担当係長） 

 御意見頂戴しましてありがとうございます。今回は、川崎市が主体となって見直しをす

る２回目でございますけれども、市民への分かりやすさという点も踏まえて資料を作り込
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んできたつもりでございますし、いくつもりでもちろんございます。今いただいたような

御指摘も踏まえまして、さらに分かりやすく、この計画の内容が分かるように注意してい

こうと思います。ありがとうございます。 

（中村委員長） 

 大事なことだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ほか、いかがでございましょうか。 

ここで、見直しの基本的考え方ですけれども、これを踏まえて最終的に出来上がるもの

は、見直しされた、例えば、整備開発保全の方針であったり、区域区分であったり、防災

街区の方針など、ああいったものです。そこで、皆様方に別冊といいましょうか、冊子で、

現行の様々な方針が載っているものがございますが、イメージを共有しておいたほうがい

いかなと思います部分は、例えば、整備、開発保全の方針は、１ページから２２ページま

で載っております。２２、２３ページで、最後に地図があってとなっているのですけれど

も、結構、文章中心ですけど、大きく分けると、政策的な方向性に関するような記述と、

具体的にどこそこについては、これこれ、こういう方法でやりますみたいな、即値的なお

話と、二つ入り込んだ形でいろいろ書かれているという内容ですよね。それを今回、改定

をする、見直すということですので、今回の基本的考え方というのは、見直しに当たって、

こういうことを重視をする、あるいは、こういうことは状況が変わったから、状況の変わ

ったことを踏まえて書き直しをやるなど、そういったことを今、リストアップをしている

と、そういうふうに思えばよろしいですかね。 

 ですから、今、具体の書きぶりの中身についても御議論、御意見いただきました。それ

はそれで、大事な、貴重な意見として、考え方の段階で書き込めるようなものは書き込ん

でいく。内容によっては、実際見直す段階で本当に議論して、どう変えていくかという形

で、先に行くものもあるかもしれない。そこはそこで、内容によりけりだと思うのですけ

れども、いずれにしても、今、御審議をお願いしている見直しの基本的考え方というのは、

見直しの視点集というか、着眼点集というか、ここを忘れないでねとか、あるいはここ、

ぜひここを重要視してねとか、そういったことをずらずらずらと載せたものというような

ことで作り上げていくという、そんなイメージでよろしいですよね。 

 ですので、見直しが２段階になっているのですけれども、今、申し上げたような位置づ

けのものを、１０月、そして１２月のパブリックコメントという形で、短期間で、ぱぱっ

と議論していくということになりますので、どうぞ、闊達な御意見、いろんな御意見、御

質問をいただければありがたいなとに思います。 

 いかがでしょうか。御質問等……。それでは、大沢委員、よろしくお願いいたします。 

（大沢副委員長） 

 １点は確認と、１点はこういう視点はどうかなということですけど、今回、方針の件は

大体分かってきたのですが、今回は、どちらかというと、土地利用関係、区域区分もしく

は、土地利用関係の方針が主かなというふうには思っておるのですけれども、実際には整
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開保ですので、市街地開発事業はちょっと別に置いておいて、都市施設の整備に関する主

要な都市計画の決定の方針等の見直しの考え方も、今回示された内容に含まれるという理

解でよろしいのでしょうか。これが１点、質問でございます。 

（中村委員長） 

 ありがとうございました。主要な都市施設の見直しについても含まれるのか、という質

問でしたが。 

（大沢委員） 

 整開保の中で、主要な都市計画の決定の方針があって、その中で土地利用と、それから

都市施設と市街地開発事業が位置づけられることになると思うのですけど、どちらかとい

うと、今日は、区域区分というか、土地利用系の考え方が多かったかなと思うのですが、

この中には、この考え方の中に都市施設の見直しとか新たに位置づけるような考え方も包

含されているという理解でよろしいでしょうか。 

（中村委員長） 

 お願いいたします。 

（砂田担当係長） 

 大沢委員もおっしゃったように、都市施設の考え方も含めての考え方になります。都市

計画道路であったり、公園緑地であったり、下水道であったり、そういった都市施設も含

めて今後見直しを行っていきますので、そういった最終的な整開保の中身に至るまでの視

点というところで、今回、この基本的考え方を取りまとめております。 

（大沢委員） 

 了解いたしました。そういった中で今後、２０３０年代の計画となりますので、自動運

転というものがどうなってくるのかというのが、一つどこまで考えるのかということと、

もう一つは、今までどちらかというと都市計画の観点は人が中心だったと思うのですが、

荷さばき関係というもの、要は供給側、これをどう担保していくのかというふうなことが、

もう一つポイントになるかなと。これをコロナ禍でも、外出制限がされている中でも生活

が維持できたというのは、物の供給ということがしっかりされていたのが非常に大きい点

かと思いますので、そうなってくると、荷さばき関係、荷さばきとは物流です物流関係、

流通関係の位置づけというのは、何かしなくていいのかということは、議論してもいいの

かなと思った次第です。 

 すみません。以上です。 

（中村委員長） 

 どうもありがとうございました。 

例えばですけど、さっきの冊子の１２、１３ページあたりに、主要な、都市施設、施設

の整備に関する主要な都市計画の決定の方針じゃなくて、基本方針から道路、鉄道、駐車

場、公園とか、様々なものにだんだんブレイクダウンされたものが書かれているので、今、

大沢委員が御指摘になったようなことも、物によってはこういったところに反映されてい
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くようなことになっているのかもしれません。どうもありがとうございました。 

 ほか、いかがでございますか。 

 はい。どうぞ。それでは、村上委員、お願いいたします。 

（村上委員） 

 幾つか質問をさせてください。 

まず、２ページの部分で、今回、整開保の見直しの前提となります、上位計画の基本構

想は変化ないという話だったのですが、３ページの右下のところに、かながわ都市マスタ

ープランを改定していると、これは２０２１年３月ということで、最近改定されているか

と思うのですが、恐らく神奈川のマスタープランの中でも、川崎市に関わってくる部分が

あるのではないかなということで、その辺がもう既に盛り込まれているのか、あるいは今

後、協議を行う必要があるという表現がありますので、その辺でもし神奈川のマスタープ

ランの中で、今後、関わる部分、盛り込んでいる部分は、今後、その辺も調整しながら入

れていくということなのか、その辺の確認が１点です。 

 次に、４ページ目で、少し細かい部分ですが、今回、全体のところでウォーカブルとい

うキーワードが入っているかと思います。まちづくりの中で最近、キーワードになってい

るかと思うのですが、それが下のほうの基本的な考え方の、一番関わるのはイかと思うの

ですが、ここでウェルビーイングなまちづくりというのが入っているのですが、何かウォ

ーカブルがこの辺に入ってきていないということで、あるいは表現を変えて入っているの

か、もしそうでなければウォーカブルというキーワードも、基本的な考え方のほうにも入

れておいてもいいかなと感じました。 

 もう一つは、４ページの基本的考え方のイの部分で、この二重丸の部分です。上から４

ポツ目になるかと思うのですが、高齢化の進展などを見据えた住宅地における生活利便施

設などの立地誘導による利便性向上の取組の推進ということがあるのですが、長期的な中

で、コンパクトプラスネットワークということを掲げているかと思うのですが、これを読

みますと、何となく高齢化している住宅地で、それも長い目で見て、そのまま存続し得る

ものであれば、そういった生活利便施設を誘導してきて、まちを存続するということを考

えられるかと思うのですが、逆に人口の減少の中で出現していくという中で、この住宅地

を本当にそのまま存続させていくのかどうかというところにも関わるかと思うのですが、

その何かコンパクトと逆の意味合いにも取れるような表現かなと思いましたので、その辺

の考え方を確認できればということです。 

最後の部分ですが、６ページ目の区域区分の基本的基準のところで、１のところに目標

年次、２０３５年の人口などの見通しに基づき、市街化区域として適正な規模の面積を設

定しますというところで、これを見ますと、人口縮減を前年度も言っていましたので、市

街化区域が縮小するように、読み取れるかと思いました。 

その際に、区域区分の見直しの基本的な考え方のところの（２）のオの部分に、その辺

の今後、市街化調整区域への編入の考え方が出ているかと思うのですが、これを見ますと、
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営農が継続するということと、自然環境が残された土地と、それと、以前から議論に出て

います災害の発生のおそれのあるレッドゾーンだと思うのですが、そうしますとこの辺が

人口の動態によって、今後市街化区域がもし市街化調整区域に編入という部分が、左のほ

うの１であるのですがその辺の考え方が見直しの基本的な考え方では、オのところに表現

がありませんでしたので、その辺の整合性を今後、取る必要があるのではないかなと思い

ました。 

以上４点です。 

（中村委員長） 

 ４点御質問いただきましたので、事務局、御回答をお願いいたします。 

（張戸担当係長） 

 ありがとうございます。質問の、三つ目まで私のほうでお答えさせていただこうと思い

ます。 

まずは、神奈川県の都市マスタープランとの整合、調整でございますけれども、かなが

わ都市マスタープランの内容につきましては、本編の１５ページの、この参考資料として

おつけしてございますＰ１５ページに、詳しい内容が書いてありまして、この一番下の四

角囲みのところでございます。①から⑤のことが、川崎と横浜の都市圏域の五つの都市づ

くりの目標としておりまして、①が人口減少などに対応した都市づくり。②が効率的な都

市構造など。③が首都圏を支える活力ある産業の創出、また四つ目が環境と⑤が災害につ

いてですので、一定程度、整合は図れているかなと思っておりますけれども、県が整開保

の改定をしていく協議会の中でも、広域連携として県と政令市でお話をきちんとしていっ

てというアドバイスをいただいているようで、定期的に県や横浜、相模原と、会議などを

持っております。その中でも引き続き調整をしていこうと思っております。 

 二つ目でございますけれども、４ページのこの基本的な考え方のところのイの部分です

ね。ここでもウォーカブルのお話を入れてもいいのではないでしょうかと、御意見をいた

だきましたけれども、このウェルビーイングといった言葉の中に、含みを持たしては入れ

ているつもりではあったのですが、少し分かりづらい部分もありましたので、記載は考え

させていただこうと思います。 

 質問３の、高齢化の進展でございます。こちらも人口状況を見ますと、今、目標年次と

しております令和１７年度でも、現時点の人口よりは多い状況です。さらに、１０年いっ

て、今から２０年後でもやはり、現時点より人口が多い状況がございますので、立地適正

化計画の検討の中でも考えているのですが、コンパクトといえども、居住などを区切って

いくような考え方には今、立っておりませんで、すぐさま居住や都市機能などを集約など

していく考えは立っておりませんので、こういった記載をしているような状況はあります。 

（村上委員） 

 ２ページに、人口減少社会の転換というのを前提条件と掲げたのですが、それは２０３

０年というよりは、２０５０年に向けてということだったのですね。はい、分かりました。
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ありがとうございます。 

（張戸担当係長） 

 動向を見据えてというような意味合いがあります。 

（村上委員） 

 まだまだ、どちらかというと増え続けるのでということを前提としての記載になってい

るのですね。 

（張戸担当係長） 

 はい。 

（村上委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

（砂田担当係長） 

 最後の御質問の市街化区域の規模の設定と、市街化調整区域への線引きへの関係性です

けれども、今、御説明したとおり人口につきましては、令和１７年においても、現時点よ

りも人数としては多い状況でございます。基本的にこの市街化区域の規模の設定について

は、現行の都市計画法であったり、運用指針の中では、人口が市街化区域の規模設定の重

要なファクターとして取り扱っておりますので、今想定している中では、令和１７年度に

おいても、市街化区域の規模については、減らないものという想定をしてございます。 

 ただ、一方で、その６ページの２の（２）の災害のおそれがある土地を調整区域に編入

というところは、一定そういった規模はありつつも、やはりこれからの都市計画であった

り、居住地については、安全性というところを鑑みていかないといけないというところで、

基準としては、追加をしたというところになります。令和１７年度までにするというとこ

ろではなくて、長期的な視点に立って、もっと人が減っていって、市街化区域の規模が現

行よりもっと小さくしないといけないということになった場合は、営農が続いているとこ

ろであったり、災害のおそれがある土地については、調整区域に編入をしていきたいとい

うところで、今、記載をさせていただいているところでございます。 

（村上委員） 

 ありがとうございます。今回の整開保の見直しの目標年次ですと、この令和１７年まで

は人口は減るというよりはまだまだ増えているということが前提になっているということ

を理解しました。ありがとうございます。 

（吉原部長） 

 委員長。 

（中村委員長） 

 はい。どうぞ。 

（吉原部長） 

 ただいまの村上委員の三つ目と四つ目の質問の関係で若干補足させていただきます。 

まさに現在、私ども立地適正化計画を策定しておりまして、ただ、この内容についても
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本年度のうちに、こちらの小委員会でも御説明させていただきたいと考えております。 

その中で、今、頭を悩ませていることを一つだけ御紹介させていただきますと、立地適

正化計画自体、そもそも過疎化ですとか、そこに近いような対応ということで始まったと

思っておりまして。その当時は、川崎市、先ほどから御説明しておりますように、まだま

だ人口もしばらく増える、人口密度もかなり高い状況が続きますので、あまり関係ないか

なと。はっきり言って人ごとのように考えていたのですけれども、一昨年ですか、防災指

針の関係が出まして、防災の観点からもどうなんだということで、それでは、そういう視

点からだったら川崎市でも、防災もかなり重要な問題になっておりますので作っていこう

かということで、現在進めているところです。 

 その中で、やはり、そうなってくると、過疎化という意味での居住誘導区域の機能、設

定というのは、なかなか今の時点では難しいと考えていまして、その中で、ほぼ居住誘導

区域にしたときに、その中の色分けといいますか、将来、薄くなりそうなところをどうし

ていくのかというところは、まさに悩ましいところで、先ほど御指摘にもありました４ペ

ージの、イの上から三つ目の高齢化の進展を見据えた住宅地における部分というのは、そ

の周辺のところをどうしていこうかというのが、悩ましさがにじみ出ているところでござ

いまして、ここら辺は立適を進めるなど、こちらの整開保をつくっていく中で、調整しな

がら今後考えていきます。またその中で、御意見をいただければと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。いかがでしょうか。 

 それでは、水庭委員、マイクございますか。 

（水庭委員） 

 すみません。私のほうから１点。これ、一応、市民向けということでお話が今あったの

ですけれども、いろんな情報が専門的過ぎて難しいかなと思っている部分がございまして、

できましたら、分かりやすい解説、用語集を、後ろのほうにつけていただければなと思い

ました。特に、最近の言葉は、本当に片仮名、アルファベットが多くなってきていますが、

本当に一般の方に見てもらいたいということであれば、適切な用語解説が後ろのほうにあ

って、いろんな方に見てもらう機会をつくればいいなと思っていまして、いっぱい盛りだ

くさんですけれども、概要版みたいなものもつけていただいて、特に若い世代にも見てい

ただけるようなことを検討していただければいいなと思いました。ありがとうございます。 

（中村委員長） 

 どうもありがとうございます。 

（張戸担当係長） 

 アドバイスありがとうございます。都市計画マスタープランなど、製本される場合には、

もちろん巻末に用語集などをつけておりますけれども、各々、その前段階でも何か用語集
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なり、分かりやすい説明に資するような取組を検討させていただこうと思っております。

ありがとうございます。 

（中村委員長） 

 ほか、いかがでしょうか。 

 それでは、郡委員、どうぞよろしくお願いいたします。マイクが今行きます。お願いい

たします。 

（郡委員） 

 ありがとうございます。 

４ページの見直しの基本的な考え方の、やっぱりアのところの３ポツの二重丸のところ

です。横浜市高速鉄道３号線、これが延びてくるところ、実は、大きな緑地が配置されて

いるところですよ、その沿線というのは、適切な土地利用の誘導というふうにちゃんと書

いていただいているのですけど、でも、どういうことが適切な土地利用なのかというのを

ちゃんと審議しないといけないなと思いまして、そのプランや、どういう用途、建設があ

って、アセスメントがあってなど、市として、そういう大規模な開発を今後やっていくに

当たって、大切な大きな緑地が、二つも、三つも、潰れるようなところを、どのように市

街化調整区域に持って行くかなど、そういう線引きをどういうふうに計画されるかという、

要するに土地利用をどのようにしていくかという審議を、次の委員会などでしっかりやっ

てほしいと思いました。 

 多分、要望を羅列されただけだと思うので、詳しいことについては、この報告書のほう

に載っていると思うのですが、もし今後、新たに何か作っていかれるのでしたら、こうい

う小委員会で、皆さんと協議をするといいなと思いました。それは私のコメントです。 

 以上です。ありがとうございます。 

（中村委員長） 

 どうもありがとうございます。 

 事務局、何かお答えございますか。 

 どうぞ。 

（佐々木課長） 

 恐らく今、郡委員は、方針附図を見られて。そちら、すみません。こちらでちょうど近

くにあるのが、早野聖地公園と王禅寺ふるさと公園などの緑地が、今の整開保の方針附図

だとちょうどその真上に、地下鉄３号線の大まかなラインが重なっている感じになってい

ると思いますが、これを出したときには、まだおおむねの位置を示すのみでした。今は、

もう少しラインが決まってきておりまして、このちょうど横浜市との境目と、ちょうど王

禅寺の処理センターのところあたりに新駅ができる予定なのと、またもう少しこの右下に

ある部分、虹ヶ丘というところの辺りに新駅ができて、新百合のほうにつながっていくと

いうところですので、緑地を潰していくというようなもので基本的に、そうならないよう

にというか。路線と場所と、また、市街化区域への編入というのも一部考えているところ
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でございまして、ここについては、今後、調整していくという形で、できる限り、自然的

環境を保全しながらということでは進めていく予定でございます。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 はい。じゃあ、宮下委員、どうぞ。 

（宮下委員） 

 宮下です。よろしくお願いします。 

たくさんいろんな御意見いただいていまして、なかなかまとめるのは大変なんだろうな

というふうに考えて聞いていたのですけれども、私も見ていて、なかなか流れが、理解が

及ばない部分もありまして、先ほど概要版という話もあったのですが、何かフローチャー

トなど何か、そういうものがあると、市民の方も分かりやすいのかなと、私も分かりやす

いのかなというふうに思ったということです。でも、なかなか難しいとは思うのですけれ

ども、工夫していただけると、我々も議論しやすいのかなというふうに思いました。この

項目立てなども、ある程度決まっているとは思うのですが、どう関連性があるのか、有機

的な結びつきがあるのかということが、御説明いただけると大変ありがたいと思っていま

す。 

 なかなか、まとめるのは大変だということは、重々承知ではあるのですが、せっかく２

０年、こういうコロナとか、いろんな転機がある中で見直すのであれば、ぜひ頑張ってい

ただければというふうに思います。 

 そういう中で、今日、聞いていて出ていないポイントとして、経済の観点でいくと、グ

ローバル化についてどう考えるのかということです。日本全体のマクロの話でいくと、い

ろんな方と今、議論していますが、恐らく今、ＹＣＣ、量的規制緩和というのが２０２３

年、黒田総裁が代わっても、あまり変わらないのではないかということで、そうすると円

安が続く。コロナが終わると、また外国人の方が来る。２０３０年の政府の目標だった６，

０００万人のたしかインバウンドを想定していて、２０２０年に４，０００万人は、ほぼ

達成できそうですけれども、コロナがなくなったといったときに、羽田もある中で、より

多くの方がまちに来ることをどう想定されるのか。 

 もう一つは、内なる国際化という話も今あるかと思います。というのは、外から来るの

ではなくて、住んでいる人がより国際化していくと。そこがやはり、ちょっと今後の特に

１０年、２０年が、川崎市さんにとっても非常に大きなポイントで、なかなか都市計画で、

それをどうするかというのはなかなか難しいとは思うのですけれども、何かそういう視点

が、今日ざっと見させていただいた中ではなかったので、都市計画との関係性は難しいか

もしれませんが、コミュニティの在り方とか、あるいは羽田とのつながり方というところ

で恐らく考えなきゃいけないポイントだろうというふうに思っています。これが２点目で

す。 
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 最後は、これもお仕事を増やしてしまうかもしれないのですが、今日は、３ページ、概

要版の村上委員からもお話のあった、上位計画もしくは県との計画の整合性はかなり、考

慮されて、非常にもうこれ大変だったと思うのですけれども、一方で、市民の方が聞いた

のが、横というかお隣のまちも変わっていく状況。だから、町田市さんだとモノレールが

できたり、あるいは京急蒲蒲線が２０３５年にできたりとか、リニアが来たりと、いろい

ろ、横の計画も変わってくる中で、この計画、整開保はどう位置づいていくのか。そうい

うのが具体的に分かると市民の方も、イメージがしやすいのかなと。今日の話は新百合の

延伸の話でしたけれども、そういうことが少しでもあると、川崎市の方は、川崎市以外で

生活している方も多いので、そういう縦じゃなくて、横の目配りというか、これ大変だと

思うのですけれども、そういうものもあると、もうある程度それを、ほかのまちさんは計

画して、ある意味既に起こった未来で、決まっているわけなので、それを踏まえて、議論

するというのが今回の趣旨だと思うので、そういうのもあると分かりやすいのかなという

ふうに思いました。 

 ただ、すみません。好き勝手に言っていますので、これはもう可能な範囲で結構だと思

うので、ぜひ、分かりやすい方針、基本的考え方にまとまればというふうに思っています。 

 私からは、以上です。 

（中村委員長） 

 どうもありがとうございます。３点ですかね。いろいろ御助言、御指摘いただきました。

何か特別、お答えございますでしょうか。 

（張戸担当係長） 

 アドバイスありがとうございます。 

１点目のフローチャートのようなものでというところでございますけれども、この概要

版の資料の１ページ目の右下のところで、今回、基本的な考え方の構成図のようなもので、

お示しはしておりますけれども、これははじめにを前提とした上で、２番の整開保の見直

しの基本的な考え方が各３方針ですとか、区域区分のところに染み込んでいった上で、こ

の基本的な考え方ができているということを表してございますけれども、さらに分かりや

すくなるように、心がけていこうと思います。 

 二つ目の、グローバル化などの記載は、正直、入ってございません。羽田が一番近い臨

海部のあたりの記載の４ページのエのあたりで、いろいろそういうことも含ませた上で書

いてはいるのですけれども、都市計画としてどのように関われるかも含めて、どのように

書けるかは、考えさせていただこうと思っております。 

 ３点目の、ほかの東京都ですとかも含めた考え方といいますか、整開保の記載について

でございますけれども、東京都の整開保は、令和３年の３月に改定されておりますので、

そこら辺でどのような記載がされているかや、広域的な都市計画といいますか、計画がお

互いがどうなっているかも踏まえて、分かりやすいように記載していこうと思っておりま

す。 
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（砂田担当係長） 

 ２点目のインバウンドのお話ですけれども、確かに宮下先生がおっしゃったように、少

し考えていかなければいけない話かなと思っております。羽田の話の記載がありますけれ

ども、特にインバウンドというところに関して、今この整開保では記載はしておりません。 

ただ、個別具体の、例えば、再開発事業とか、そういったものを考えると、思い返すと

そのインバウンドの対応というところでの都市機能であったり、そういったものは、この

整開保では別で考えていることは事実ですので、そう考えると、整開保は個別具体の都市

計画を定める上位計画になりますので、そういった視点も少し入れておかないと、その下

の個別の都市計画に落ちていかないというところもありますので、どのように書けるかと

いうところは今後になりますけれども、検討させていただきたいと思います。ありがとう

ございます。 

（中村委員長） 

 どうもありがとうございました。 

４時も大体過ぎましたので、今日のところは、この辺りで終えておきたいかと思います。

今日、大部な内容がございましたので、今日のこの場だけではなくて、お持ち帰りいただ

きまして、何かお気づきの点がありましたら、事務局のほうにまた伝えていただくと、そ

ういった対応にさせていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。事務局、よ

ろしいですか。 

（佐々木課長） 

 はい。今日、配付資料が非常に多くて、内容もかなり詰まったような形だったのですけ

れども、御説明時間等も限られている中で、本日御説明の内容について、いろいろ分から

ない点、お気づきの点など、またあると思いますので、そういうことがございましたら、

事務局のほうまで、メールでも、ＦＡＸでも、お電話でも構いませんので、お寄せいただ

ければと存じます。 

 それから、いただいた御意見につきましては、委員長に御相談させていただきながら、

検討を進めて、反映していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

（中村委員長） 

 はい、分かりました。それでは、そのような形で。今日が７月１３日ですので、７月中

ぐらいにお気づきの点は、メール、ＦＡＸ等でということで一旦いただいて、もちろんそ

の後でも結構ですけれども。 

 次の１０月に向けた内容は、一度、私と事務局で相談しながら、いただいた意見等につ

いて、相談しながら盛り込み方を考えていくということにさせていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 最後に、私からもう一つ。今日、やっぱり分かりやすさということを非常に大事にしま

しょうという御意見と、また私個人的には、最後、宮下委員がおっしゃられた、隣との関
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係です。東京だったり、横浜だったり、あるいは相模原だったり、そういったところの関

係をきちんとチェックをした上でというところを頭にちゃんと押さえていただいて、それ

で内容の議論を進めていくというところをしっかり押さえていただければと思いますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、今日、この小委員会の議論、この程度で終わりにしたいと思います。よろし

ゅうございますか。 

 それでは、今日の小委員会、以上をもちまして、閉会とさせていただきたいと思います。 

 それでは、マイクを事務局にお返しいたします。 

（吉原部長） 

 ありがとうございました。 

 皆様、長時間にわたる御審議、お疲れさまでした。当小委員会の次回の開催につきまし

ては、先ほどから何度か触れておりますけれども、１０月頃を予定しております。詳細が

決まりましたら改めて御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 本日は、長時間にわたり、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 


