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南渡田地区拠点整備基本計画（案）に関するパブリックコメントの 
実施結果について 

１ 概 要 

川崎臨海部が今後もものづくりの拠点として発展し続けることを目指し、南渡田地区におい

て最先端の機能や高度人材の集積を進め、次世代の臨海部を牽引する新産業拠点形成を実現す

るため、拠点形成コンセプトや土地利用、基盤整備の方向性等を示す「南渡田地区拠点整備基

本計画（案）」をとりまとめ、市民の皆様からの御意見を募集しました。 

その結果、３９１通、１，０３７件の御意見をいただきましたので、その内容とそれに対す

る本市の考え方を次のとおり公表します。 

２ 意見募集の概要 

題 名 南渡田地区拠点整備基本計画（案）について市民の皆様からの意見を募集

します 

意見の募集期間 令和４年４月２２日（金）から令和４年５月２５日（水）まで 

意見の提出方法 電子メール（専用フォーム）、ＦＡＸ、郵送、持参 

募集の周知方法 ・川崎市ホームページ 

・かわさき情報プラザ（川崎市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館

・市政だより（５月１日号） 

・臨海部国際戦略本部戦略拠点推進室（市役所第３庁舎１０階） 

結果の公表方法 ・川崎市ホームページ 

・かわさき情報プラザ（川崎市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館

・臨海部国際戦略本部戦略拠点推進室（市役所第３庁舎１０階） 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） ３９１通（１，０３７件） 

内訳 インターネット・電子メール ３３７通（９１２件） 

ＦＡＸ  ４９通（１０８件） 

郵送 ５通 （１７件） 

持参 ０通 （ ０件） 
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４ 意見の内容と対応 

計画の推進を求める意見や、柔軟な土地利用、必要な基盤整備に関する要望、地区内に存在

する猫の保護に関する要望などが寄せられました。一部意見を踏まえ必要な修正を行った上で

「南渡田地区拠点整備基本計画」を策定しました。 

【意見に対する対応区分】 

Ａ：御意見を踏まえ、案に反映したもの 

Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ：今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ：案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ：その他 

【意見の件数と対応区分】                            [件] 

       項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）計画全般に関すること 2 15 13 6 0 36 

（２）拠点のコンセプトに関すること 0 4 0 1 0 5 

（３）土地利用に関すること 0 39 13 14 0 66 

（４）基盤整備に関すること 0 9 87 2 0 98 

（５）その他 0 0 0 124 708 832 

合 計 2 67 113 147 708 1,037
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５ 具体的な意見の内容と市の考え方 

（１）計画全般に関すること（３６件） 

No. 意見の要旨 本市の考え方 
区

分

1 

南渡田地区の拠点整備は大変重要であり、

そのような観点から本拠点整備計画に賛同

する。（同趣旨他７件） 

長年日本経済を支え続けてきた川崎臨

海部において、グローバル市場における

競争激化や脱炭素への対応等の産業構

造の変化の波に晒され、事業所の統合・

再編、低未利用地化などによる産業競争

力の低下が懸念される中、臨海部が今後

もものづくりの拠点として発展し続け

るため、南渡田地区において川崎臨海部

を牽引する新産業拠点の形成に向けた

取組を進めてまいります。 

B 

2 

当該地区を含む臨海エリアは、日本の高度

成長を牽引する地区であったが、近年の工

場の郊外部への移転等で日本という大きな

視点で見た場合の技術集積の拡散による、

国際競争力の低下については強い危惧を持

っている。行政主導で新たな産業創出の拠

点としての整備を進め、技術大国としての

地位の維持・向上に資する本計画の実現に

ついては強い意志を持って取り組んでいた

だきたい。 

3 

国際的な競争力強化の視点が抜けている。

南渡田地区で世界を変える素材を生み出す

産業拠点の実現を目指すのであれば、国際

競争力強化の視点を追加すべき。 

（同趣旨他１件） 

南渡田地区の目指す方向性として「マテ

リアル（素材）から世界を変える産業拠

点」の形成を目指すとしていることや革

新的な素材が世界に社会的・経済的イン

パクトをもたらしてきたこと、羽田空港

や川崎港が世界につながっていること

など、国際的な競争力強化の視点も踏ま

え計画案を策定しておりますが、その視

点をより明確にするため、P11（２）川崎

臨海部に求められる取組アに臨海部ビ

ジョンの基本理念「世界で最も付加価値

を生み出すエリアを目指す」こと、P15

（４）南渡田の目指す方向性及びP31

（３）土地利用方針等ア全体の土地利用

方針①に「国際競争力強化」の文言を明

記しました。 

A 

4 

核となる研究機関や教育施設を誘致するた

め、また研究拠点の移設や施設整備を検討

する企業等に向けた国・県・市からの様々

な支援策が必要ではないか。 

（同趣旨他１２件） 

臨海部の発展に寄与する企業や研究機

関等の誘致実現に向け、国や県とも連携

し、既存の支援制度の活用に加え、さら

なる支援等についても検討してまいり

ます。 

C 

5 

本施策が成功した暁には、企業誘致による

法人税収増と不動産価値の向上による固定

資産税増が見込まれるため、投資的経費を

積極的に投じるべき。分配政策と異なり、

経済的成果が出やすい政策であるため、あ

らゆるリソースを積極的に投じていくべ

き。 

南渡田地区は、次世代の川崎臨海部を牽

引する新産業拠点形成の実現及び地域

経済の発展、税源涵養等により市民生活

へ貢献することを目指しており、関係者

と協議を進め、具体的な土地利用、導入

機能、基盤整備等の詳細を明らかにした

上で、適切な役割分担のもと事業推進を

図ってまいります。 

D 

6 

JFE撤退により市の税収に大きな影響があ

る。税収が大幅に減少しないよう、収益が

期待できる産業の誘致を行うべき。 

地域経済の発展、税源涵養等による市民

生活へ貢献という視点を踏まえ、企業誘

致活動に取り組んでまいります。 

B 
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7 

素材メーカーの開発拠点は地方都市が多い

ため、首都圏の大学を卒業した若手が研究

を続けたい場合、地方に行かざるを得ない

ことが多い。一方、首都圏をなるべく離れ

たくない人も多い。川崎に素材開発の大き

な研究拠点を生み出すことは、優秀な若手

を多く採用できるポテンシャルがあるた

め、素材研究を行う若手が活躍しやすい場

所、という視点で考えて頂きたい。 

川崎臨海部は、東京都、横浜市に挟まれ、

羽田空港に隣接するなど首都圏におけ

る地理的な利便性を備えたエリアとな

っています。こうしたポテンシャルを活

かすとともに、研究開発のみならず、質

の高い賑わい機能、生活支援機能、憩い・

交流機能等の導入によりオープンイノ

ベーションの創出に資する良好な就業

環境の形成を進め、これからの革新的な

素材の研究開発を担う若手研究者をは

じめとした高度人材の集積を図ってま

いります。 

B 

8 

企業・研究者が「ここで働いてみたい」と

思えるプロモーションを市として積極的に

打ち出していく必要がある。 

9 

カーボンニュートラル実現が必要。 

（同趣旨他２件） 

川崎臨海部がカーボンニュートラルコ

ンビナートへの転換を目指す中、南渡田

における革新的な素材開発によりカー

ボンニュートラルへの貢献を図ってま

いります。 

B 

10

京浜臨海部の拠点形成とされながら、隣接

する横浜市との関係の記述が少ない。横浜

市においても臨海部はいくつかの地区に分

かれて整備構想・計画が立てられている。

横浜市と連携した計画の整合性については

どのように考えているのか。 

臨海部ビジョンにおいて横浜市の京浜

臨海部再編整備マスタープランとの連

携を掲げており、関連計画である本計画

の推進にあたっても横浜市との連携は

重要となることから、引き続き情報共有

や連携を図ってまいります。 

D 

11

THINK地区の現在の入居企業にとって強制

退去等、不利益にならないような整備計画

の策定をお願いしたい。 

地権者からは「テナントとは個別の契約

に基づき丁寧に対応する」と聞いており

ます。 

D 

12

「キングスカイフロント」のような、街の

愛称をつけてほしい。（同趣旨他２件） 

今後、拠点整備の参画を担う様々な関係

者と協議を進める中で検討してまいり

ます。 

D 
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（２）拠点のコンセプトに関すること（５件） 

No. 意見の要旨 本市の考え方 
区

分

13

産業拠点の形成に当たっては、国の掲げる

「カーボンリサイクル・マテリアル産業」

分野における「カーボンリサイクル化学品」

に関しても、テーマとしていただくことを

要望する。日本有数の産業が集積する川崎

だからこそ、難解なこのテーマに積極的に

取り組んでいただき、企業・研究機関の誘

致、市内企業との連携促進等、施策の推進

を期待する。 

今後、市が中心となって協議体を組成

し、地権者や素材企業をはじめ、官民の

研究開発機関、デベロッパー、金融機関、

アカデミアなど、様々な主体と協議を進

め、国の重点領域、臨海部との親和性、

拠点形成の視点を踏まえ、拠点のテー

マ、具体的に導入を図る機能や技術、企

業間の協力の在り方・オープンイノベー

ション推進の枠組みなどについて検討

を進めてまいります。 B 
14

官民協議会での関係者との対話機会の創

出・導入機能の柔軟な検討に取り組むこと。

15

一般的に素材研究は企業間で情報開示がさ

れにくい領域だと思う。そのため、今回の

ように行政機関が仕切り、ある種の方向性

を定めることで、その点を少し打破できる

のではないかと思う。企業間で協力しやす

いような工夫づくりを期待する。 

16
オープンイノベーション、産学連携の仕組

みづくりを期待する。 

17

「一気通貫」という言葉が多用されている

のが気になる。語源は麻雀用語にあるよう

で、転じて、産業用にも使われているそう

だが、言葉を替えた方がいいのではないか。

一気通貫という言葉は、「始めから終わ

りまで全ての工程が一通りそろってい

ること」など、既に産業用語として定着

していることから、南渡田の拠点形成の

視点を表す言葉として使わせていただ

いています。 

D 
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（３）土地利用に関すること（６６件） 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

18 研究開発機能だけでは街としての魅力に欠

ける。商業施設や飲食、宿泊施設などの賑わ

い機能や、研究以外にも雇用を生む機能など

多様な機能を導入し、魅力的な街づくりをし

てほしい。（同趣旨他８件） 

新産業拠点としてふさわしい将来

性の高い企業や高度人材が集積す

る拠点形成を実現するためには、研

究開発機能のみならず、働きやすさ

や利便性を向上させるまちづくり

が必要と考えております。 

そのため、質の高い賑わい機能、生

活支援機能、憩い・交流機能等の導

入による高度技術を有する企業・研

究人材の集積やオープンイノベー

ションの創出に資する良好な就業

環境の形成とともに、様々な産業支

援機能を複合的に導入し、臨海部周

辺地区への効果波及、拠点全体の価

値向上につながる土地利用を図る

ことを計画に位置付けております。

計画の実現に向けた具体的な内容

については、今後関係者と協議を進

めてまいります。 

B 

19 南渡田地区が研究から生産への一気通貫の

拠点として世界の他都市と競争で勝ち抜い

ていくためには、研究機能に加え、多様な人

がそこでイノベーションを生み出すことが

できるよう、グローバルレベルでヒトを呼び

込む力の向上が必要である。そのため、業務

機能等の多様な機能の集積が可能となるよ

うな用途地域の見直しや地区計画の設定が

必要。 

20 昨今の働き方の多様化なども踏まえ、イノベ

ーティブなオフィス・研究拠点づくりや、地

区内での交流を活性化するような取組も検

討いただくと良いと思う。（同趣旨他１件）

21 現状、̀高度人材等の集積`にはまちの魅力と

いう観点で、実現のハードルが高い。滞在・

定住者の増加に向けた、空間の検討について

より具体性のあるものを指し示す必要があ

る。 

22 国際的な面でも臨海部の発展をリードする

南渡田地区とするため外国人への支援機能

充実も検討してほしい。 

23 若者に注目されるよう、ストリートスポー

ツ、ストリートカルチャーを取り入れた公園

や広場を整備するとよい。 

24 世界と戦える水素社会を目指すのであれば、

水素ボンベの持ち込みが可能であり、水素を

使用した研究開発が自由にストレスなくで

きる環境が整備された賃貸ラボの設置をご

検討頂きたい。 

南渡田地区は、市街地に隣接した場

所にありながら、本格的な研究・実

験・実証を行える環境であり、新た

な取組にチャレンジできる場所と

しての適性が高い地区です。こうし

たポテンシャルを踏まえ、今後関係

者と協議しながら、様々な土地利用

の可能性を検討してまいります。 

B 

25 研究開発企業集積の吸引力となるような、大

学や国の研究機関を誘致してほしい。 

（同趣旨他１１件） 

北地区における研究開発を中心と

した土地利用に向け、拠点の核とな

る関連企業等を引き付けるような

大学や国の研究機関の誘致は重要

となることから、今後、拠点整備の

参画を担う様々な関係者と協議を

進める中で検討してまいります。 

B 

26 コロナをきっかけにネットショッピングは

加速の一途となり、これからの時代、実店舗

よりもネットやメタバースでの購買活動が

本市のまちづくりの基本目標であ

る「力強い産業都市づくり」の中心

的な役割を担う川崎臨海部が転換

D 
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一般的になりそうで、商業施設よりもむし

ろ、物流施設が生活を支える重要なインフラ

になるのではないか。南渡田地区の活用をき

っかけに、横浜港～川崎港～東京港で、新し

い時代にふさわしい、一大物流ターミナルを

形成していってはいかがか。 

期を迎える中、将来にわたり持続的

に製造業が発展できるよう、産業競

争力強化や既存産業の高度化・高機

能化が必要と考えております。 

そのため、南渡田地区において、既

存産業との親和性や社会動向等を

見据え、最先端の機能導入や高度人

材の集積を図り、次世代の臨海部を

牽引する新産業拠点の形成を進め

てまいります。 

27 北地区にて行われる研究が、南地区での実証

実験を通じ、将来土地利用転換を検討する扇

島エリアや、継続して生産機能を担う池上、

水江エリア等と連携し、次世代に向かうイノ

ベーションやカーボンニュートラルに向か

う実装を図って行くことを期待する。更に

は、その研究-実装空間が、京浜臨海部の他

の企業や各企業が取り組む事業とマグネッ

トのように関連を持ち広がっていくことも

期待する。（同趣旨他４件） 

南渡田地区の広大な土地を活用し、

研究開発機能のみならず、実証・ス

ケールアップ・生産・市場投入・回

収・再製品化といった製品サイクル

を実現する機能導入を目指してお

ります。 

北地区における研究開発の成果を

南地区で製品化するといった拠点

内での連続性のみならず、京浜臨海

部の企業が取り組む事業との関連

を強め、製造機能の強化や実証の場

として利用することなど、川崎臨海

部全体の機能強化につながる土地

利用を進めてまいります。 

B 

28 南渡田地区は、川崎臨海部の発展とともに製

鉄工場としての歴史を刻んできた場所であ

り、当時の先端技術、将来への夢とビジョン

を持つ高度人材の集積がなされ、現在、その

ＤＮＡを象徴的に示すものとして「アウマン

の家と門柱」などの産業遺構が集まる一画が

存する場所でもある。「未知とつながるまち」

というコンセプトに資するものとして、集ま

る人々がビジョンを語りあう機会を得られ

る一画、場所として活用いただきたい。 

（同趣旨他１１件） 

南渡田地区は、川崎臨海部の創成期

から操業を続けてきた旧日本鋼管

株式会社創業の地であり、本市の産

業都市としての発展を支えた象徴

的な場所です。 

このような視点も踏まえ、川崎臨海

部が次世代の姿に変わる新たな拠

点形成の実現に向け、拠点整備の参

画を担う様々な関係者と協議を進

めてまいります。 

C 

29 特徴のないどこにでもあるオフィスビル、マ

ンション等を建設してしまうと、２０年も過

ぎると街としての魅力がなくなり、すぐに飽

きられてしまう。そして、設備が古くなると

５０年後に再び建て替えることになり、廃棄

物を量産することになる。こうした環境負荷

を増やすだけのサイクルを、川崎から率先し

て見直し、歴史的な景観を残しながら、２０

０年以上は使っていける建物を新しく造っ

ていくことを提案する。 

30 操車場地区から浜川崎駅にかけて、雑草が生

い茂り使用していないと思われる線路が見

受けられるため、それが整理できれば操車場

地区を有効に活用できるのではないか。 

（同趣旨他３件） 

操車場地区は、現在JR鶴見線内を発

着する貨物列車とJR鶴見線の旅客

列車の運行に使用されていること

から、活用にあたっては、中長期的

な線路利用の動向等と調整を図り

B 
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ながら、具体的な土地利用の範囲、

機能などについて検討を進めてま

いります。 

31 段階整備については、現実的なスケジュール

でわかりやすい。 

北地区は、大規模工場等の生産機能

がなく、また、幹線道路に接道し構

内通路が整備されているなど、早期

の事業着手が可能なことから、研究

開発を中心とした新産業拠点の形

成において、地区全体の土地利用転

換を牽引する役割として、北地区か

ら段階的に土地利用転換を図り、そ

の効果等を見定めた上で南地区や

操車場地区の土地利用を進めてま

いります。 

B 

32 北地区は、将来ビジョンはイメージしやすい

が、南地区および操車場地区については、あ

まりきっちりと将来目標を限定せず柔軟に

対応できるような方針としてはどうか。南地

区は北地区の拡張で、研究開発・イノベーシ

ョンエリアの第２弾という位置づけでもい

いのではないか。 

33 南渡田運河沿いは、市民が憩うことができる

公園、遊歩道等の整備を提案する。運河の南

側には、昭和電工の化学プラントがあり、工

場夜景ファンのスポットになると思われる。

（同趣旨他７件） 

運河沿いを含む南地区は、本計画に

おいて、「南渡田運河沿いゾーン」

と位置付けており、貴重な親水空間

や工場夜景などの観光資源を活用

し、就業者や来街者が水や緑に親し

み、憩いや潤いが感じられる空間形

成を目指すこととしております。南

地区の土地利用については、今後の

北地区の事業進捗に応じ、具体的な

検討を進めてまいります。 D 

34 鶴見線および南武支線の2つの鉄道からアク

セスできる浜川崎駅至近に船着き場を整備

し、川崎市のクルーズ拠点となる船着場を整

備すべき。 

（同趣旨他３件） 

35 川崎市の釣り船発着拠点を整備すべき。ま

た、京浜工業地帯には多くの埋め立て地があ

り、例えば大黒ふ頭や扇島、浮島は橋やトン

ネルを通してしかアクセスできない。これら

の橋やトンネルが大規模災害により寸断さ

れた場合の交通網補完や物資輸送のため、川

崎市の陸側である南渡田に防災船着き場を

整備すべき。 
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（４）基盤整備に関すること（９８件） 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分 

36 臨海部全体の機能転換を牽引する新産業創

出拠点を形成するためには、地区内のみの

検討にとどまらず周辺道路（川崎駅扇町

線、鋼管通66号線、田辺新田1号線）の強化

も検討してほしい。(同趣旨他８件) 

南渡田地区の周辺道路につきまし

ては、朝夕を中心とした混雑が大き

な課題であることを認識しており

ます。新産業拠点形成に向け、周辺

道路への影響をできるだけ抑え、混

雑緩和につなげるため、現況の交通

量を踏まえ、土地利用に応じた必要

な対策について検討してまいりま

す。 

C 

37 すでに朝夕を中心に臨海部のバスや道路の

混雑が激しいため、新たに開発する際は渋滞

を激化させないよう周辺道路にも対策をし

てほしい。（同趣旨他２件） 

38 川崎駅扇町線の未整備区間の整備をしてほ

しい。（同趣旨他３件） 

川崎駅扇町線につきましては、第２

次川崎市道路整備プログラム後期

の取組に、令和８年から令和１１年

の間に扇町跨線橋工区の着手が位

置付けられており、跨線橋の撤去を

行う予定です。その他の未整備区間

の整備及び扇島への延伸につきま

しては、扇島の土地利用転換の方向

性を踏まえ、検討してまいります。

C 

39 川崎駅扇町線の未整備区間の整備、さらには

扇島への延伸を進めてほしい。 

(同趣旨他３件) 

40 南渡田を起点として扇島を見据えた縦軸の

交通アクセスについても検討頂きたい。(同

趣旨他５件) 

41 南地区は、現状公道から直接アクセスできな

い状況であるため、当計画案に掲載されてい

る南北アクセス軸の整備については特に推

進してほしい。（同趣旨他７件） 

拠点整備基本計画に記載のとおり、

北地区と南地区の一体的な土地利

用を推進するために南北アクセス

軸の整備を促進してまいります。 

B 

42 川崎駅扇町線をオーバーパスしているJFEの

橋と池上町までのJFE構内道路を川崎市に帰

属させて公道にして皐橋水江町線につなげ

れば、南渡田から殿町、羽田空港まで産業道

路を介さずにつながり、産業道路の渋滞軽減

と交通ネットワーク強化に寄与するのでは

ないか。 

産業道路の渋滞軽減や交通ネット

ワーク強化は大きな課題であると

認識しております。臨海部全体の交

通ネットワークを改めて整理した

上で、渋滞軽減策や交通ネットワー

ク強化策につきまして、検討してま

いります。 

D 

43 「２－４ 拠点形成のコンセプト」において

【臨海部の産業との「つながり」】が位置づ

けられているものの、「４．基盤整備・交通

拠点整備」では臨海部（扇島地区）とのアク

セスが見受けられないため、広域的見地、地

域的見地から、交通拠点とつながりについて

ご検討頂き、是非とも位置づけを明確にして

頂きたい。なお、４－５にて「改めて整理

し・・・」とありますが、長期的な取組では

なく、地区拠点整備に必要であると考えられ

るため、短期的な取組としての位置づけが必

要と考えます。 

臨海部の新たな交通ネットワーク形

成に向け、令和３年３月に策定した

「臨海部の交通機能強化に向けた実

施方針」において、浜川崎駅を含む４

つの交通拠点を位置付けたところで

あり、今後に向けては、各拠点間を基

幹的交通軸として鉄軌道や BRT 等に

よる輸送を検討していきます。 

なお、「扇島」への交通基盤について

は、２２２ヘクタールの土地活用とな

ることから、大規模かつ長期に渡る事

業となるため、扇島内における新たな

交通拠点を検討するとともに、将来の

状況変化に対応できるよう、段階的な

整備を基本として、短中期的、長期的

C 

44 p.42に記載されている臨海部全体の交通ネ

ットワークについては、具体的にどのような

ものを想定しているのでしょうか。 

45 交通拠点の整備に関する今後の進め方とし

て操車場地区を令和１０年以降の段階整備

としているが、交通拠点形成に向けた重要地
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区であることが想定できるため、計画の蓋然

性について早期に発表していく必要がある

と考える。 

な取組に分けて整理しており、今年度

中に策定する扇島の土地利用方針に

おいて明らかにしてまいります。 

短中期的には、令和１２年度までの扇

島一部土地利用開始に対応できる都

市活動に必要なアクセス整備を行い、

長期的には、さらなるアクセス性向上

に向け、土地利用転換の効果が最大限

に発揮できる浜川崎駅など各交通拠

点とのアクセス軸を検討していきま

す。 

46 川崎アプローチ線、東海道貨物線の貨客併用

化を早期に実現し、川崎駅や東京都心と直結

してほしい。(同趣旨他９件) 

平成28年４月の交通政策審議会に

おいて、川崎アプローチ線と東海道

貨物支線貨客併用化の新設が位置

付けられておりますが、事業性の確

保や収支採算性に課題があり、貨物

輸送の影響等についても十分な検

討が必要となっており、これらの課

題について関係事業者と協議を行

いながら、実現に向けて検討してま

いります。 

C 

47 東海道貨物支線の貨客併用化については将

来的な課題として位置づけられていますが、

羽田空港アクセス線が実現したのちでも状

況は変わらないと見込まれているのでしょ

うか。また、本開発により周辺への通勤者が

増加し、川崎アプローチ線の収支が改善する

ことは見込めないのでしょうか。 

国の交通政策審議会にて答申され

ている「東海道貨客併用化路線」や

「川崎アプローチ線」については、

新たな需要創出に繋がる南渡田地

区の取組や整備計画の具体化が進

んでいる羽田空港アクセス線の検

討状況を踏まえ、鉄道事業者と引き

続き協議してまいります。 

C 

48 産業道路に並行した東西アクセス性を高め

る道路の設置を提案する。 

南地区の構内通路敷について、周辺

道路とのネットワークを考慮した

道路整備検討など、東西アクセス性

を高める道路の設置について、検討

してまいります。 

C 

49 現在、鶴見線と南武線で離れている浜川崎駅

を移設・統合し一体化してほしい。(同趣旨

他７件) 

浜川崎駅の統合につきましては、駅

の利便性向上には必要であると認

識しておりますが、実現には多数の

課題があるため、関係事業者と協議

しながら、実現性について検討して

まいります。また、南渡田地区への

アクセス性向上に資する交通広場

の設置に向けて関係事業者と協議

しながら、交通機能強化を図ってま

いります。 

C 

50 駅を東側に移設し鶴見線・南武線駅を一体化

するとともに交通広場を設置するなど、「浜

川崎駅」の移設統合と周辺整備が必要不可欠

である。(同趣旨他９件) 

51 駅ビルを併設したバスターミナルを設置し

てほしい。 

52 次世代交通の導入や公共交通利用促進等に

資する交通拠点整備してほしい。 

御意見のとおり、公共交通利用促進

等に資する交通拠点の整備を図っ

てまいります。また、次世代交通の

B 
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導入についても、検討してまいりま

す。 

53 鶴見線と南武支線の増便、編成等輸送力を増

強してもらいたい。(同趣旨他５件) 

鉄道の輸送力増強につきましては

拠点整備による需要拡大見込みに

あわせて鉄道事業者と協議してま

いります。 

C 

54 交通整備のうち、川崎駅からのダイレクトア

クセスと近傍の研究拠点である殿町とのア

クセスが先行街区の供用開始に間に合わせ

ることが企業誘致には必須だと思われる。 

川崎駅へのダイレクトアクセスに

つきましては、「臨海部の交通機能

強化に向けた実施方針」におけるフ

ェーズⅡ（令和8年から令和12年）に

アプローチ線整備までの補完とし

て、川崎駅～南渡田間のBRT運行開

始することを予定しております。令

和9年度後半の先行街区供用開始に

あわせた運行開始を目指し、検討を

進めてまいります。 

また、殿町とのアクセスにつきまし

ても東海道貨物支線貨客併用化の

整備までの間、BRTによる補完を検

討しております。こちらにつきまし

ても、先行街区供用開始にあわせた

運行開始を目指し、検討を進めてま

いります。 

C 

55 臨海部の交通機能強化に向けた実施方針に

もあるBRTの整備は川崎駅～南渡田間も最初

に整備されるべきと考えられます。 

56 殿町との連携による羽田へのアクセスの向

上が重要と思っています。（同趣旨他２件）

57 臨海部ビジョンにキングスカイフロントと

南渡田地区における拠点間連携により相乗

効果を生み出すことについて掲げられてい

ますが、連携を目指す上では将来的には横軸

の基盤として臨海部幹線道路とか基幹バス

路線、鉄道などの検討も推進頂きたい。(同

趣旨他５件) 

58 BRTについては令和7年までに導入すること

となっていますが、具体的にどのようなBRT

が実現されるのでしょうか。日本ではBRTと

言えば連節バスをいうようなイメージがあ

りますが、川崎臨海部の交通アクセスを改善

するのであれば、専用レーンを導入するよう

な本格的なものにするべきと思います。専用

レーンの設置について、川崎市では具体的に

検討されていますか。 

BRTにつきましては、川崎臨海部に

今年度から新たな交通システムと

して導入するものです。速達性や定

時性の確保に向けては、PTPS（公共

車両優先システム）の効果的な運用

やバス優先レーン等の適切な運用

がされるよう啓発活動を行うなど

BRT導入の効果発現に向けた取組を

行ってまいります。 

C 

59 基盤整備にあたっては、高潮や津波による浸

水や、地震災害、液状化等への災害対策を行

ってほしい。(同趣旨他５件)  

災害対策につきましては、過去の浸

水被害等を踏まえ、事業者と協議し

ながら適切な対策を促進してまい

ります。 

C 

60 下水道整備について、近年および今後の台風

や集中豪雨の増加に鑑み、合流方式では台風

や集中豪雨時に、汚水がそのまま川や海に流

れてしまう問題があることから、分流方式で

整備してほしい。 

現在、北地区は下水道計画区域内、

南地区は下水道計画区域外となっ

ております。北地区の下水道整備に

つきましては、導入機能に応じた汚

水量や雨量を踏まえた適切な排水

手法を検討してまいります。南地区

につきましては、導入機能に応じた

適切な排水方法や下水道計画区域

への編入について検討を行ってま

いります。 

C 

61 南渡田地区を下水道整備区域化し浸水リス

クを低減すべきと考える。(同趣旨他１件) 

62 路線バスを地区内まで引き込むのであれば、

全体として所要時間が延びないよう産業道

路の信号連携などを行い信号待ちロスなし

で入れるようにしてほしい。市電通りから直

現在のバス利用者の利便性や運行

時間、将来の交通拠点との連携性な

どを踏まえて、連節バス等の地区内

D 
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進するアンダーパスを切り下げてバスが通

れるようにするのが一番良い。また地区内に

入らない産業道路通過路線が残るのであれ

ば、JFE前バス停から地区までの歩道を整備

してほしい 

への乗り入れについては、交通管理

者や交通事業者等と協議しながら

適切な手法を検討してまいります。
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（５）その他（８３２件 ）  

 ①計画への反映について 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

63

南渡田地区には推定約80匹の猫がいます。

大規模工事が遅かれ早かれ始まりますが、

この猫達をどうするつもりなのか明確に計

画に盛り込み公開してください。 

（同趣旨他１４件） 

本計画は、南渡田地区における拠点形

成のコンセプト、土地利用及び基盤整

備の方針、企業誘致の考え方など、大

規模な工場跡地の土地利用転換を進め

る上で必要となる骨格的な方向性につ

いて取りまとめるもので、事業の詳細

な内容や事業実施上の調整事項、配慮

すべき事項などについては、今後、関

係者間で詳細に検討したうえで事業に

着手することとなります。 

このため、事業を進めるにあたり必要

となる様々な具体的事項について本計

画に記載するものではございません

が、本市としても猫が開発の進行によ

り危険な状況にならないような対策は

必要であると認識しており、関係者間

で情報共有を図りながら地権者等に対

して適切な対応を求めてまいります。

D 

64
計画に猫の生存保障を盛り込んでくださ

い。（同趣旨他９１件） 

65

川崎市動物愛護センターは動物愛護管理法

に基づいて運営されていますので、役割を

果たすよう計画案に盛り込み実施してくだ

さい。（同趣旨他６件） 

66

南渡田地区拠点整備基本計画について、こ

の場所にいる猫達が工事によって死んだ

り、怪我したり、餓死しないように、川崎

市が保護活動を行う事を計画に入れて実行

してください。（同趣旨他４件） 

67

日本総研、オオバは市民団体から猫の安全

対策を計画に盛り込むよう要望されていた

にもかかわらず当該計画案に反映しません

でした。受託費の返還を求める声が出てき

ても不思議ではありません。さらに大きな

工事が予定される扇島地区でも受託会社を

公募されていますが、環境や命、市民ニー

ズを大事にする会社への委託をお願いしま

す。（同趣旨他４件） 

②事業実施上の配慮事項について 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

68

市長は「人と動物が共生する心豊かな最幸

のまち かわさきを目指して」と宣言され

ました。その言葉通り、南渡田地区から始

める川崎市の大規模整備事業から猫達を守

り通してください。（同趣旨他９９件） 

事業実施にあたっては、本計画に基づ

き、今後具体的な調整事項や配慮すべ

き事項などについて関係者間で検討し

た上で、北地区北側を先行し、北地区

南側、南地区と段階的に事業着手する

こととしております。 

また、地権者からは、「開発の有無に

かかわらず、猫に対しては動物愛護の

観点から適切に対応していく」との報

告を受けております。 

本市といたしましては、関係者間で情

報共有を行い、連携を図りながら、猫

が開発の進行により危険な状況になら

ないよう適切な対応を求めるととも

に、引き続き必要な助言や支援を行っ

てまいります。 

E

69

猫達約８０匹はどうなるのですか。どうか

猫達を見殺しにしないでください。 

（同趣旨他１４件） 

70
健康福祉局等、部署を超えて、猫の安全確

保を図って下さい。（同趣旨他１件） 

71
猫達を踏みつぶして開発を進めることをや

めて下さい。 

72

逃げ場のない場所に猫がいる状態で工事を

行うのはトラブルになり、動物虐待ではな

いでしょうか。（同趣旨他１件） 

73

着工して動物を蹴散らしながら開発を進め

ることで、メリットとしては、動物を保護

する時間と費用と労力を省ける。デメリッ
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トとしては、動物を危険に晒し死傷に追い

込む。動物が近隣に逃げて更に繁殖を重ね

る。日本全国世界各国からの批判を浴びる。

これらを俯瞰的かつ長期的に検討して欲し

い。 

74

動物を丁寧に保護してから着工することに

よるメリットとしては、動物の生命尊厳を

実現できる。これ以上の繁殖は食い止めら

れる。日本全国世界各国からの支持や感謝

が集まる。デメリットとしては、動物を保

護する時間と費用と労力が掛かる。これら

を俯瞰的かつ長期的に検討して欲しい。 

75

人間の為に動物を犠牲にする開発は時代遅

れです。再開発をするのは場所だけでなく、

我々人間の意識だと思います。 

76

猫が多く取り残される状況であることを知

りました。それに対して全く理解を示さず、

小手先の経済優先の開発をしても意味があ

りません。世界基準の環境政策をすること

を提案します。 

77

「市が中心となって協議体を組成し、事業

推進の初期段階から各主体間で拠点形成の

方向性を確認しながら具体的な取組を進め

る。」の段ですが、この場所に生きている

飼い主のいない猫のことを、川崎市が中心

となって関係者と協議して下さい。 

78

この場所にいる猫達が工事によって、怪我

をしたり命を落としたり行方不明にならな

いよう、川崎市（動物愛護センター）が保

護してください。（同趣旨他１９７件） 

79

平成１８年環境省告示第２６号、最終改正

令和２年環境省告示第２１号では「都道府

県知事等は、所有者の判明しない犬又は猫

の引取りをその拾得者から求められたとき

は、周辺の生活環境が損なわれる事態が生

ずる恐れがあると認められる場合又は動物

の健康や安全を保持するために必要と認め

られる場合は、引取りを行うこと。」とあ

ります。工事になれば、所有者のいない猫

達は危険な目に合い、命さえ危うくなるた

め、川崎市はこの告示に従い猫達を保護し

てください。（同趣旨他９１件） 

80

整備事業対象地域に川崎市動物愛護センタ

ーの現地出先機関を設置し、保護スペース

を確保してください。（同趣旨他４１件）

81

健康福祉局の地域猫施策はどの場所でも可

能なわけではありません。環境省でも地域

猫は「住宅密集地における犬猫適正飼養ガ

イドライン」の一部です。つまり、どこで

も地域猫ではなく、住宅地が対象です。JFE
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スチールの構内や工事現場は対象外です。

猫にとっても、工事関係者にとり、大きな

事故へつながりかねません。工事前に、早

急に川崎市が猫を保護する方向で解決すべ

きです。（同趣旨他１件） 

82

東京都は東京五輪・パラリンピックの開催

時、競技会場周辺の飼い主のいない猫の一

時保護を決めました。川崎市でもできない

のですか。（同趣旨他２件） 

83

この地区にいる猫たちを保護してくださ

い。東京都は築地市場移転の際、猫達を保

護しました。川崎市も出来ると思います。

保護団体も動いているのに保護させて貰え

ない状況です。 

84

市は大規模な工事が始まる現場で地域猫を

推奨しているそうですが、市長は知ってい

るのでしょうか。ありえない事と思います。

（同趣旨他１件） 

85
世話をしている人達に工事する前に説明を

するべきです。 

86

臨海部国際戦略本部担当の先生方が、市が

猫達を保護してから大規模工事を始めるこ

とを委員会で決めて頂きたい。 

（同趣旨他２件） 

 ③猫の保護について 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

87
飼い主のいない猫が暮らしています。猫を

助けてください。（同趣旨他２７件） 

地権者からは、敷地内にいる猫の個体

情報を敷地内企業とも共有して協力を

得ながら管理していること、敷地内に

病気等の猫を発見した場合には、動物

病院を受診させ、治療した猫は必要に

応じて敷地内の屋内施設で管理をする

ことや譲渡可能な猫については譲渡を

していること等の報告を受けておりま

す。本市では、当該地の猫について、

定期的に現地調査を行うことにより、

猫の状態や地権者による給餌・給水等

の状況及び不妊去勢手術実施状況等を

確認しております。 

また、地権者からは「開発の有無にか

かわらず、猫に対しては動物愛護の観

点から適切に対応していく」との報告

を受けており、本市といたしましては、

地権者が行う対応により、猫の安全が

確保されるよう、今後も関係者間で情

報共有を行い、連携を図りながら、引

き続き必要な助言や支援を行ってまい

ります。 

E

88
川崎市は保護計画を立てて猫達を救い出し

て下さい。（同趣旨他１２件） 

89

寝床の維持や餌やりはどの団体が責任をも

って継続されるのですか。ＪＦＥが撤退さ

れるなら川崎市でしょうか。 

90

猫を捕獲した後、猫のシェルターや保護猫

カフェの運営、市民の憩いの広場などに利

用できないでしょうか。 

91

川崎市のJFEスチールの人口島敷地内の猫

餌やり禁止問題について企業は積極的な姿

勢を見せず、保護を申し出ている保護団体

を拒絶している為、未だ劣悪な環境で数多

くの猫が犠牲になっている様です。JFE側は

行政と連携してこの問題に取組んでいると

回答している様です。行政は実際この問題

に対処されているのでしょうか。 

 （同趣旨他３件） 

92

JFEスチールから助けられた猫は喘息やア

レルギーが多いとのことで、かつての公害

による健康被害を思い起こさせ胸が痛いで

す。人への健康被害もないのか不安に感じ
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ています。南渡田地区の猫の問題について、

専門部署の健康福祉局に相談した形跡がな

いと聞きました。 

公害病にかかっているともいえる猫達を犠

牲にすることのない計画と、健康被害があ

る猫達の保護と治療をお願いします。 

（同趣旨他１件） 

93

あなたの家の猫や犬が逃げて、あの工場地

帯に逃げ込んだら、どう思うのでしょう。

何故、一人として立ち上がらないのです

か。あなた方職員には、心が無いのです

か。職員の皆様が行動することで状況が変

わります。（同趣旨他２件） 

94
川崎市は愛玩動物である猫達を見捨てます

か。何故JFEに指導ができないのですか。 

95

他の企業では大規模な犬猫譲渡会を開催し

たりしている。川崎市が中心になり、企業

と協力し保護してください。 

（同趣旨他１３件） 

96

動物愛護センターの力が必要です。ボラン

ティア団体は猫たちのために寄付を集め、

猫達のために頑張っています。でも、頑張

るにも限界というものがあります。資金も

ない、体も一つしかない一般人です。こん

なに頑張っている善良な心優しい人たちを

支援してください。税金は猫達を救出する

ために使ってください。（同趣旨他３件）

97

該当地域の動物問題は川崎市と市動物愛護

センターが真摯に向き合い動物愛護法に則

り解決すべきだと考えます。 

98

当該区域の猫の写真付き一覧リストの作成

と公表をしてください。 

（同趣旨他８４件） 

現在地権者が猫の管理を行っており、

本市がリスト作成等を行う立場にない

ことを御理解いただけますようお願い

いたします。 

E

99

保護申出をしてくれているボランティア団

体（民間団体）があるのだから、各所が協

力体制を取り、今在る尊い命を救うことに

善処してください。（同趣旨他３４件） 

地権者は猫の管理等に関して公益社団

法人川崎市獣医師会会員動物病院や民

間動物愛護団体の協力を得ておりま

す。 

また、地権者からは、上記団体等の協

力のもと、令和４年５月末時点で今回

の計画地を含めた所有する敷地内で１

７３匹の猫の不妊去勢手術を行ったこ

とや、譲渡可能な猫については譲渡を

行っていること等の報告を受けており

ます。 

本市としましては、引き続き、関係者

間で情報共有を行い、連携を図りなが

ら、地権者へ必要な助言や支援を行っ

てまいります。 

E
100

保護運動をしている団体はJFE構内に入れ

ない状況ですが、川崎市が間に入れば、８

０匹近く存在すると推定される猫たちが保

護され得るのではないでしょうか。川崎市

に全てを押し付けるわけではなく、実際の

保護活動は、保護運動をしている団体や個

人のボランティア達が行えます。申出があ

るのに何故敷地内に入る許可を得られない

のか理解に苦しみます。（同趣旨他９件）

101
JFEに猫達を保護団体に引き渡す様、保護に

入れる様に説得して下さい。 

102 この国は、動物愛護法をもちながら、個人
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がどんなに酷い動物虐待をしても、罪に問

われることはありません。愛護団体と連携

しながら、川崎市が率先して小さな生命に

も配慮をするという姿勢を打ち出し、手本

を示していただいて、人心荒廃の一途を辿

るこの国の歯止めとなってくれたらと切に

願います。（同趣旨他１件） 

103

猫の月刊誌で、川崎市動物愛護センターは、

動物に関わる民間企業とコラボ、そしてフ

ードメーカーが命名したヒルズ研究室で愛

護教育や講習会も行っていることを見つけ

ました。また以前ネットでもこちらの記事

を見つけ「弱い立場の動物を思いやる事は

他者に共感し、心を育てると言われており、

子供達への思いやりの心を育むきっかけと

なればと考えております。」とありました。

他の雑誌では自治体が運営する川崎市動物

愛護センターでは主に保護猫の飼養管理や

譲渡などが行われ、活動活性化に邁進する

自治体の取り組みを抜粋して紹介されてお

りました。また、市長は「人と動物が共生

する心豊かな最幸の町」とおっしゃってお

られました、お言葉を今ここで生かすお心

をいただけますよう、強く希望します。 

地権者からは、管理等の方法として、

敷地内の猫の把握に努め、毎日２回の

給餌・給水や不妊去勢手術を行ってい

ること、保護譲渡を行っていること、

また、開発の有無にかかわらず、敷地

内の猫の管理について、動物愛護の観

点から適切に対応していくことの報告

を受けております。 

本市としましては、対策等の実施に向

けて、関係者間で情報共有を行い、連

携を図りながら、引き続き必要な助言

や支援を行ってまいります。 

E
104

飼い主のいない猫たちが暮らしています。

その猫の問題を抜きにして整備ができると

は考えられません。その土地に暮らすのが

人間ならきちんと考えてくださるのです

か。同じ命ではありませんか。川崎市が他

の自治体のさきがけとなって動物愛護の道

筋を作り示してほしいです。 

（同趣旨他１件） 

105

ここ数年の動物愛護法の改正には目を見張

るものがあります。法の主旨は社会のさま

ざまな場面で理解されるようになり、いわ

ゆる保護猫や保護犬への関心の高まりだけ

でなく、企業や大学における実験動物への

3R、また産業動物に対する動物福祉の考え

方に基づく配慮なども見られるようになっ

てきました。当該地区の開発計画において

も動物愛護法の理念と主旨が理解されるこ

とを切に望みます。（同趣旨他４件） 

106

以前、川崎市の動物愛護センターから猫を

引き取りました。適切に保護して、引き取

り手も探して頂いていますし、動物愛護週

間ではうちの子も紹介させていただきまし

た。大切な命です。なんとか守って欲しい

です。（同趣旨他２件） 

107 殺処分ゼロでお願いします。 

108 動物虐待を見過ごすわけにはいきません。
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速やかな対応をしてください。 

（同趣旨他１件） 

109

物をいうことができない猫の気持ちに寄り

添い助けて頂けませんか。生き物に対する

尊厳を守ることを強く要望します。 

（同趣旨他６件） 

110

「JFEの猫たちを救いたい」日本にいる猫た

ちは全て人が飼育しているか、飼育放棄し

た結果増えた猫たちです。もともと野生で

生息していたわけではありません。猫たち

を人の都合で死に追いやることは動物愛護

法からも市長の理念からも反しています。

死ぬのは仕方ないと短絡的な結論ではな

く、命を慈しむ人たちと一緒に工夫をして

猫たちのより良い未来を守ってください。

犬猫達を大人がどう考え、どう扱うかを子

供たちは見ています。命の大切さをどうか

子供たちにも伝えてください。 

（同趣旨他３件）  

111

猫に対する支援について、ふるさと納税・

クラウドファンディング等で資金を集めた

らどうでしょうか。（同趣旨他８件） 

猫の管理に関する給餌費、不妊去勢手

術費、治療費、譲渡に係る必要経費等

については、全て地権者が負担してい

ます。 

本市としましては、今後も猫の適正な

管理に向けて必要な助言及び支援を行

ってまいります。 

E


