「かわさき産業振興プラン」第２期実行プログラム（案）に対する
意見募集の実施結果について
１

概要
本市では、産業振興の指針として計画期間を 10 年間（2016（平成 28）年度〜2025（平

成 37）年度）とする「かわさき産業振興プラン」を平成 28 年２月に策定し、産業振興に
取り組んでまいりました。
プランに基づく具体的な施策を定めた第１期実行プログラムの計画期間（2016（平成
28）年度〜2017（平成 29）年度の２年間）が終了するとともに、2018（平成 30）年度か
らスタートする「総合計画」の第２期実施計画の分野別計画としての整合を図るため、
2018（平成 30）年度から 2021（平成 33）年度までの４年間を計画期間とする「かわさき
産業振興プラン」第２期実行プログラム（案）を取りまとめ、広く市民の皆様の御意見
を募集いたしました。
その結果、７通（意見総数 20 件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容と御
意見に対する本市の考え方を、次のとおり公表いたします。
２

意見募集の概要
題

「かわさき産業振興プラン」第２期実行プログラム（案）に関す

名

る意見募集について

意見の募集

平成 29 年 11 月 27 日（月）から平成 30 年１月５日（金）まで

意見の提出方法

電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参
・市政だより（12 月１日号掲載）
・市ホームページ
・産業情報かわさき（12 月号掲載）

募集の周知方法

・かわさき労働情報（12 月号掲載）
・
「ビジネスサポートかわさき」ほかメールマガジン
・かわさき情報プラザ、各区役所及び経済労働局産業政策部企画
課での資料設置
・関係団体等への出前説明

３

等

結果の概要
意見提出数（意見数）
（内訳）

７通（20 件）

電子メール

２通（６件）

ファクシミリ

２通（５件）

郵送

０通

持参

３通（９件）
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４

御意見の内容と対応
施策の情報発信の強化に関する御意見や、起業・創業支援の充実、中小企業の事業承

継支援の充実、商店街と連携した取組の推進等に関する御意見などがありました。
いただいた御意見は、プラン（案）の趣旨に沿った意見、今後の施策・事業の推進に
あたり参考としていく御意見のほか、内容を充実させる御意見があったことから、一部
の御意見を反映し「かわさき産業振興プラン」第２期実行プログラムを策定しました。
なお、御意見の反映については、第１期実行プログラムでの成果として川崎市商店街
連合会との連携により実施した「サンクスフェア２」等に関する記述を追加したほか、
第２期実行プログラムでの取組として起業・創業支援のワンストップ拠点の設置に関す
る記述や、川崎商工会議所・川崎信用金庫・川崎市産業振興財団との４者協定の締結を
踏まえた事業承継支援の取組の推進に関する記述等の追加を行いました。
【御意見に対する対応区分】
Ａ：御意見を踏まえ、プラン（案）に反映させたもの
Ｂ：御意見の趣旨が（案）に沿った意見であり、取組を推進するもの
Ｃ：今後の施策を推進する中で、参考とするもの
Ｄ：
（案）に関する質問・要望の御意見であり、
（案）の内容を説明するもの
Ｅ：その他
【御意見の件数と対応区分】
項

目

１．第２期実行プログラムの基本的考
え方に関わること

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

計

０

３

０

０

０

３

１

０

０

０

０

１

３

８

１

４

０

１６

４

１１

１

４

０

２０

２．
「第３章 第１期実行プログラムに
基づく主な取組の成果」に関わるこ
と
３．
「第５章 第２期実行プログラム」
に関わること
合

計
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５

具体的な御意見の内容と市の考え方

１．第２期実行プログラムの基本的考え方に関わること（意見数３件）
No.
１

御意見の趣旨

御意見に対する本市の考え方

アンケート調査において、
「東京

世界が注目する東京 2020 オリンピッ

２０２０オリパラに向けた取組」

ク・パラリンピック競技大会は、国内外

の問いに対し、特に取り組む予定

から多くの旅行者を迎え入れることによ

がないとの回答が多かったようだ

る観光産業や商業の振興に加え、ウェル

が、５つの視点の一つとして進め

フェアイノベーションの取組や、市内も

ていく以上は業種的な関わりとし

のづくり企業の高い技術力の情報発信を

て難しいのか関わり方が難しいの

行う好機となるなど、市内の様々な業種

か問題点を調査し、政策としてよ

において、産業の活性化の機会となると

り多くの事業所が関われるように

考えております。

する必要がある。

区分
Ｂ

アンケート調査の結果では、特に取り
組む予定はないとの回答が約 60％である
一方、現時点では検討していないが、何
か取り組んでみたいとの回答が約 20％と
なっています。
東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会が幅広い業種の市内企業等の
新たな飛躍の好機となるよう、業種ごと
の特性等を踏まえ、施策を推進してまい
ります。

２

企業活動を多面的に支援する取

かわさき産業振興プラン第２期実行プ

組が展開されているが、中小・小

ログラムの策定にあたって実施した、市

規模企業レベルでは膨大な支援情

内企事業所を対象とする経営状況等に関

報から自分の課題に沿った支援策

するアンケート調査の結果等からも、各

が把握できず、人的繋がりで入手

施策の情報発信の強化、改善が必要であ

しているケースが多いと聞く。欲

ると考えております。

しい情報に的確に行き着くことが

第４章の「第２期実行プログラムの基

できる情報提供のあり方やコンサ

本的考え方」において、ＳＮＳの活用や

ルティングサービスについても期

関係機関との連携等による情報発信の改

待されるところが大きい。

善等についてお示ししているとおり、施

（同様の意見ほか１件）

策の効果的な情報発信を図ってまいりま
す。
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Ｂ

２．
「第３章 第１期実行プログラムに基づく主な取組の成果」に関わること（意見数１件）
No.
１

御意見の趣旨

御意見に対する本市の考え方

P58「３−２ 魅力と活力のある

御意見を踏まえ、
「第３章 第１期実行

商業地域の形成」のうち商業の振

プログラムに基づく主な取組の成果」に

興に関して

おいて、計画期間の 2016（平成 28）年度

①食の安全知識普及事業（H25 年

から 2017（平成 29）年度の取組について、

〜28 年）

「食の安全知識普及事業」の記述を p55

②地域商業イベント連携被災地応

に、
「サンクスフェア２」の記述等を p59

援フェア事業（H28 年）

に追加しました。

区分
Ａ

③川崎プレミアム商品券取扱推進
事業（H27 年）
④消費喚起事業（サンクスフェア
２）
（H28 年）
の記述がないことから、追記する
べきだ。
３．
「第５章 第２期実行プログラム」に関わること（意見数 16 件）
No.
１

御意見の趣旨

御意見に対する本市の考え方

新事業創出から上市に至るハー

本市では、新事業の創出を目指す起業

ドルを越えていくにあたり、複数

家や創業間もない企業が有する多様な課

の施策・事業をうまく組み合わせ

題に対応するために、市内の産業支援機

ることで、事業段階横断的で継ぎ

関や金融機関等の民間支援機関 14 団体と

目のないシームレスな支援体制を

連携し、横断的な支援体制の構築に取り

整えることも必要である。そのた

組んでいるところでございます。今後も、

めには、地域内の各種リソースに

引き続き民間支援機関との連携を通じた

熟知したキーマンの存在が不可欠

支援体制の強化に取り組むとともに、多

であり、キーマンに関する情報を

様な主体との連携により起業・創業支援

整理するとともに、育成・強化を

のワンストップ拠点を設置し、支援サー

図っていくことが重要である。

ビス提供のキーパーソンとなるコンシェ
ルジュの配置や育成を行うなど、より継
ぎ目のない連続的な支援サービスの提供
に努めてまいります。こうした取組の方
向性について、P85 に記述を追加しまし
た。
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区分
Ａ

２

公的施策に限らず、民間の取組

本市では、新事業の創出を目指す起業

を最大限活用していくことも重要

家や創業間もない企業が有する多様な課

である。シード・アクセラレータ

題に対応するために、市内の産業支援機

ーや新事業支援サービスを提供す

関や金融機関等の民間支援機関 14 団体と

る組織との公民連携により、従来

連携し、地域密着型の横断的な支援体制

にも増して企業や地域密着型のハ

の構築に取り組んでいるところでござい

ンズオン支援を充実させ、社会や

ます。

市場のニーズに即したビジネスモ

また、高い成長性が見込まれるベンチ

デルの磨き上げから事業化の後押

ャー企業に対しては、ベンチャー企業支

しを積極的に行い、社会から受け

援にノウハウを持つ人材を活用したハン

入れられるような製品やサービ

ズオン支援を実施しているところです

ス、ソリューションを創出するよ

が、最先端技術の事業化を目指す起業家

う期待している。

やベンチャー企業に対する支援を一層強

Ｂ

化し、社会課題を解決する製品やサービ
ス、ソリューションの創出と、本市発の
成長企業の創出を推進してまいります。
３

起業・創業の支援の一環として、

本市では、2017（平成 29）年 12 月に川

起業家予備軍に事業承継を用いて

崎商工会議所、川崎信用金庫、川崎市産

の起業・創業を促す取組を検討す

業財団との間で締結した中小企業者の事

るべきだ。

業承継支援に関する４者協定を踏まえ、
中小企業の実態を把握するとともに、起
業・創業支援など様々な事業との連携を
図りながら、事業承継支援に取り組んで
まいります。
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Ｂ

４

90 ページで成長産業分野とし

市内企業の持 続的発展を実現するに

て位置付けられている「ライフ、

は、今後成長が期待される産業分野の育

グリーン、ウェルフェア」の３つ

成に取り組むことが重要であることか

のイノベーションについて、個々

ら、本市が持つ特徴・強みを活かし、本

の現場ニーズや社会課題を形にす

市経済を牽引する成長産業分野としてラ

ることで新たな社会的価値の創出

イフサイエンス・グリーン・ウェルフェ

Ｂ

が求められており、そのためには、 アの３つの分野のイノベーションの創出
地域社会のニーズとものづくり・

を引き続き推進していきます。

サービス提供者が密接に協力し合

さらに、かわさき産業振興プラン第２

い、必要とされる新製品や、それ

期実行プログラムにおいては、
「オープン

らを組み合わせたサービスの開発

イノベーションの推進」や「誰もが活躍

に向けて各種資源を結集していく

する魅力あるワークスタイルの実現」、

ことが欠かせない。

「まちの多様性、変化を捉えた取組」な

大都市の中で平均年齢が最も若

ど、様々な主体の連携や本市の産業、社

く活力があり、多様な社会資源や

会的・地理的特性、社会経済環境の変化

人材、研究機能を有する特徴を活

等を踏まえた５つの視点を新たに設定

かして、異分野交流や産学連携・

し、施策を推進していくこととしており

産学住交流を積み重ねれば、新た

ます。

なイノベーションを切り開くだけ

いただいた御意見も踏まえ、成長産業

でなく、住民福祉の向上、地域産

分野でのイノベーションの創出を図って

業の新展開、地域雇用の強化につ

まいります。

ながり、さらに他都市に向けた先
進モデルを提示できるのではない
か。
５

これからの川崎市の産業基盤を

本市臨海部では、３月末に策定予定の

固めていくためには、ＡＩの研究

「臨海部ビジョン」のリーディングプロ

開発拠点の形成にあたり、ＡＩと

ジェクトとして、新産業創出の拠点化を

一対となった技術の進歩が期待さ

行う「新産業拠点形成プロジェクト」を

れるロボットの研究開発拠点の形

掲げており、ＡＩやロボットも含めた

成も同時に図っていくことが必要

様々な可能性を視野に入れ、高度かつ最

と考える。

先端の研究開発や価値の創出に向けた機
能転換を図ってまいりたいと考えており
ます。
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Ｄ

６

地域の雇用を支える存在として

市内の事業所数の約 99％、従業者数の

の中小企業の活性化に取り組むべ

約 75％を中小企業が占めており、中小企

きだ。

業は市内経済や市民生活の基盤であると

Ｂ

ともに、地域の雇用を支える重要な存在
であると認識しております。
こうした認識の下、
平成 28 年４月に
「川
崎市中小企業活性化のための成長戦略に
関する条例」を施行し、市内中小企業の
活性化に取り組んでまいりました。
かわさき産業振興プラン第２期実行プ
ログラムにおいても、政策３の「中小企
業の活性化」や政策５の「産業人材の確
保と雇用への対応」を中心に、市内中小
企業の経営安定や雇用の確保等の支援に
取り組んでまいります。
７

中小企業者の事業承継支援に関

2016（平成 28）年 12 月に川崎商工会議

する取組の方向性を明記するべき

所、川崎信用金庫、川崎市産業財団との

だ。

間で締結した中小企業者の事業承継支援

Ａ

に関する４者協定の締結を踏まえ、中小
企業の実態を把握しながら支援に取り組
んでまいりますので、こうした方向性に
ついて、P100 に記述を追加しました。
８

川崎市商店街連合会との連携に

御意見を踏まえ、川崎市商店街連合会

ついて、全般的に記述が少ないた

の機能強化に向けた活動支援に加え、商

め、記述するべきだ。

業の振興発展に向けた連携の推進に関す

Ａ

る記述を P110 に追加しました。
９

「都市農業活性化連携フォーラ

都市農業の特徴といえる多品種少量生

ム」は大変有意義な取組だ。本市

産経営でのＩＣＴ導入による効果につい

の農業生産は少量・多品種の小規

ては、28 年度にトマト栽培でモデル事業

模な農家経営が大半を占めてお

に取り組んだ生産者からは品質の安定化

り、モデル事業で取り組んだ

Ｉ

や、省力化の効果があり、これまでトマ

ＣＴの導入活用による生産性向上

ト栽培に要していた時間や労力を他品種

の必要性は十分理解できるが、費

の栽培に充てることができたとの意見を

用対効果について、行政の立場で

得ております。今後につきましては、当

効果検証を行うべきだ。その結果、 該モデル事業実施者等と導入に関する効
市内農業者に波及拡大することが

果検証等に取り組み、普及展開につなげ

フォーラムの取組成果と成り得る

てまいりたいと考えております。

と思われる。
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Ｃ

10

今後、
「都市農業活性化連携フォ

市内産農産物を活用した加工品の製

ーラム」における他業種との連携

造、販売については、生産者、市民団体

を通じ、新鮮な地場産農産物を活

が連携して、自立的にすでに実施してい

用した加工品の開発などが進め

る事例がいくつか出てきており、今後の

ば、市民が市内農業を様々な角度

加工品開発の具体的な取組の予定を伺っ

から楽しめるようになり、市民と

ているところです。今後も、当該事業を

農業の距離も縮まってくると考え

通じて、このような連携の事例をＰＲす

る。

ることで、市内産農産物の高付加価値化

Ｂ

や生産者と消費者の距離が縮まるような
取組の機会創出に寄与するよう他業種連
携を支援してまいります。
11

農産物工場をビジネス展開する

都市的立地を活かし、農業経営の安定

ための技術・製品・ビジネスモデ

化・高度化を図るには、技術・製品・ビ

ル開発を、市内の企業や研究開発

ジネスモデル開発等を通じた新たな農業

機関と農業者や農業関係機関との

価値の創造が重要であると認識しており

マッチングにより推進するよう検

ます。そのため、多様な企業・機関・団

討してほしい。

体等が集積する川崎の強みを活かし、そ
うした多様な主体の連携を推進し、農産
物の付加価値向上や農作業の効率化・省
力化等の新たな農業価値の創造に向けて
取り組んでおります。その取組として、
連携を創出する場であるフォーラムや連
携部会を開催するほか、連携を先導する
モデル事業を実施し、多様な主体の連携
を支援しております。農産物の工場に関
する技術・製品・ビジネスモデル開発等
を目指す連携につきましては今後とも、
これらの産業振興施策等を活用しながら
支援してまいりたいと考えております。
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Ｄ

12

アンケート調査によると、
「人材

広く人々に「川崎に行きたい・住みた

確保」を課題としている企業（工

い・働きたい」の気持ちを持っていただ

業、商業）が少なくはないように

くためのイメージ戦略は、市内企業の人

思える。
「川崎に行きたい・住みた

材確保を支援するための、有効な方策の

い・働きたい」という気持ちを更

一つと考えております。

に強く持たせられるようなイメー
ジ戦略を推進するべきだ。

Ｂ

かわさき産業振興プラン第２期実行プ
ログラムにおきましても、政策５「産業
人材の確保と雇用への対応」の「
（２）人
材の育成・確保」において、求職者向け
の合同企業説明会や市内企業訪問ツアー
等を実施する中で、企業情報だけでなく、
川崎市の強みや魅力を発信するイメージ
映像を上映するほか、若者と市内の若手
経営者との交流会において、経営者から
直接若者に対し、川崎市の魅力を語りか
けるなどの方法により、川崎を働くまち
として選択することを促すような取組を
実施してまいります。
また、こうした取組の推進にあたり、
工業振興や商業振興など、関係する部署
間の連携や、市内事業者等と連携した体
制のもと、本プログラムに沿ってイメー
ジ戦略などの事業を実施してまいりま
す。

13

アンケート調査で「今後事業を

多くの中小企業が人材不足を課題とあ

行っていく上での課題」として多

げている中、ＩｏＴ、ビッグデータ、Ａ

くの企業が人材不足を挙げていた

Ｉ、ロボットなどの新たな技術革新は、

ので、就業・採用支援のみでなく、 生産性の向上や効率化につながる可能性
ＩｏＴなどによる効率化や企業間

があります。このような状況も踏まえて、

連携等々、多くの対策があり、具

本市では「ＩＣＴ産業連携事業」など異

体的な取組を実施していることを

業種連携の促進や新たな企業間ネットワ

より周知していく必要がある。

ークの構築による企業支援の取組をはじ
めたところです。事業を通じた具体的取
組をより多くの企業に周知し、新たな企
業ニーズにも対応できるよう努めてまい
ります。
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Ｂ

14

次世代の川崎市のイノベーショ

本市では、次世代へのものづくりの魅

ンを支える企業には、技術・技能

力を伝え、地域のものづくり人材の育成

を十分に理解した上で高度な事務

をめざして、市内工業高校・大学におけ

や企業経営にも明るい人材が求め

る市内中小製造業者を招いた講座の開催

られることから、工業高校と工業

や小中学生を対象とした親子ものづくり

大学の一貫校を創設することを提

体験教室などを実施しております。また、

唱したい。

技能奨励事業として、中学・高校におけ

高校課程では技術・技能の習得

る技能職体験の実施等にも取り組み、さ

に重点を置き、修了時点で就職を

らに基盤技術産業に従事する人材の育成

希望する学生には斡旋するが、基

を行うための研修や講習会等を実施して

本的にはそのまま大学課程に進

おります。

み、高等教育を受けられることを

本市ではこうした取組により、ものづ

保証することで、ものづくりに興

くり産業を担う人材の育成を図ってまい

味が有り、且つ学習意欲も高い子

りたいと考えております。

Ｄ

供にとって、魅力的な選択肢とな
るのではないか。
15

政策７の「都市拠点・観光資源
を活かした交流人口の拡大」を図

観光振興を図る上で、まちの美観向上や、

る上でも都市の美観向上は不可欠

都市イメージの向上は大変重要であると

であり、川崎駅周辺の問題に限ら

考えております。

ず、またごみの問題だけに限らず、

16

魅力と活力のある商業地域の形成や、

川崎駅周辺での魅力あるまちの形成に

川崎市全体の重要課題として重点

向けた取組に加え、本市では、地域環境

的に対策を施してほしい。

美化を促進するため、
「川崎市飲料容器等

特に都市拠点・主要駅周辺、観

の散乱防止に関する条例（ポイ捨て禁止

光拠点・観光施設周辺、緑の拠点

条例）
」に基づき取組を進めており、川崎

周辺、主要幹線道路沿い、鉄道線

駅周辺など７つのエリアを「重点区域」

路沿いにおいて、ポイ捨て・不法

として指定し、指導員による巡回活動や

投棄・落書き・不法占拠・不法占

キャンペーンの実施など広報啓発活動を

用を解消し、取り締まること。

実施しています。

138 ページに記載されているク

クルーズ船（ホテルシップ）の停泊地

ルーズ船（ホテルシップ）の誘致

周辺の魅力づくりにつきましては、クル

は、是非、力を入れて取り組み、

ーズ船誘致における強みにもつながるも

実現させていってもらいたいが、

のと考えられることから、重要であると

客船の停泊地周辺の魅力づくりも

認識しております。

並行して行う必要があると考え
る。

Ｄ

今後、魅力づくりに向けた取組を地域
の諸団体や旅行事業者、交通事業者等に
より構成される「川崎インバウンド等誘
客推進協議会」などと連携しながら進め
てまいりたいと考えております。
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Ｂ

