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はじめに

発刊にあたって

川崎市は、戦前・戦後を通じて京浜工業地帯の中核として、日本経済の発展を

支えてきた工業都市であり、鉄鋼、化学、電気・機械など数多くの企業が厚く集

積している上、最近は、知識集約型・高付加価値型の産業構造への転換が進むと

ともに、３つのサイエンスパークと200を超える研究機関が立地する研究開発都

市に変貌を遂げております。

本書は、各種統計資料や調査結果に基づき、川崎市の産業と経済の実態につい

て解説したものです。第１章では日本の産業・経済構造と川崎市の状況について、

第２章では川崎の産業の動向について、第３章では川崎の産業の特色を理解する

ためのいくつかの視点から概観しております。

作成にあたっては、本市と相互連携を図っている専修大学の協力の下、同大学が

2004（平成16）年から発足させた都市政策研究センターでの研究の成果を踏まえ、

ハンドブックタイプに編集いたしました。

本書が川崎の産業と経済について御理解をいただく一助となれば幸いと存じます。

2008（平成20）年3月

川崎市長　阿部　孝夫
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●文中用語等の説明

専修大学が設置する社会知性研究開発センターでは、2004 (平成16) 年に文部科学省の私立

大学学術研究高度化推進事業＜オープン・リサーチ･センター推進事業＞として「イノベー

ション・クラスター形成に向けた川崎都市政策への展望」の研究プロジェクトを提案・採択

されました。

この研究プロジェクト展開のために都市政策研究センターを創設し(センター長：経済学部教

授　平尾光司)、オープン･リサーチの趣旨である学外に開かれた研究者の参加を目指して、

学内の教員・助手18名に加えて学外の研究者（22名）も参加しています。

本書の中で、「専修大学ORC調査」とあるのは、全てこのプロジェクトの研究成果からの

引用です。また「川崎都市白書」とは、本プロジェクトの中間報告として、2007(平成19)年

度に発行したもの、「専修大学都市政策研究センター論文集」とは、本プロジェクトの研究

成果を毎年取りまとめているものを指します。

なお、本プロジェクトでは、以下の３つの実態調査、意識調査を実施しており、本書でも

その結果を引用しています。調査概要は次のとおりです。

１）中堅・中小企業調査

川崎市内に事業所のある製造業、情報サービス業2,852社を対象に2005（平成17）年8

～9月に郵送方式で実施。有効回答数570サンプル、回収率20.0%。

２）ベンチャー企業調査

川崎市等に立地するベンチャー企業1,485社を対象に、2006（平成18）年9～10月に郵

送方式で実施。有効回答数186サンプル、回収率12.5%。

３）市民WEB調査

Yahooモニターに登録している20歳から79歳の川崎市民3,023人を対象に2007（平成19）

年2月にWEB調査方式で実施。有効回答数1,516サンプル、回収率50.1%。
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第１章　　総　論

第１節　我が国社会経済を取り巻く環境変化
１．少子高齢化の進展

我が国社会は、1970年代からの出生率の長期的な減少により人口減少社会に突入し

ていますが、ここでは国立社会保障・人口問題研究所が2006（平成18）年12月に公表

した「日本の将来推計人口」に基づき、今後の我が国の人口動態について整理します。

（１）総人口の推移
国立社会保障・人口問題研究所は、2005（平成17）年を基準年とし、人口変動

要因である出生、死亡、国際人口移動について仮定を設け、コーホート要因法（注）

によって2055（平成67）年までの人口を予測しています。その中位推計結果によ

れば、我が国の総人口は2005（平成17）年以降長期的な人口減少過程に入り、

2046（平成58）年には1億人を割ります。対前年減少率も年々大きくなると想定

されています。なお、合計特殊出生率は2007（平成19）年の1.26から2013（平成

25）年には1.21まで低下しますが、その後緩やかな上昇に転じ、2055（平成67）

年には2007（平成19）年水準（1.26）まで回復すると推計されています。

（２）高齢化の進展
人口構造については、今後我が国では14歳以下の年少人口や15～64歳の生産年

齢人口の割合が低下する一方、65歳以上人口の割合（高齢化率）が急速に高まる

ことが想定されます。高齢比率は、2006（平成18）年の20.8％から2015（平成27）

図表1-1 我が国の今後の総人口の推移（単位：千人、％）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」2007（平成19）年5月

（注）コーホート要因法：各コーホート(年齢階層別男女別人口）の人口を、地域の人口の将来自然増減要因

（出生、死亡）と将来社会増減要因（転入・転出）とに分けて推計する方法。
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年には25％を上回り、2023（平成35）年には30％に達します。さらに、2052（平

成64）年には40％、すなわち国民の4割が65歳となる超高齢社会が到来すること

が予想されます。

（３）今後の労働力人口
少子高齢化の進展は、直接的には労働力人口に大きな影響を与えます。厚生労

働省雇用政策研究会が行った推計では、労働力人口は2006（平成18）年の6,657万

人から、現状の性・年齢別労働力率が現状と一定の場合（ケース１）、2030（平

成42）年には5,584万人と2006（平成18）年と比較して約1,000万人の減少が見込

まれます。減少の多くは15～59歳の働き盛りの年齢層です。一方、若年労働力、

女性、高齢者の労働市場への参画を高めるなどの各種施策を講じることにより労

働力率が上昇するならば（ケース２）、労働力人口はケース1と比較して約600万

人の増加と推定されます。ケース２はケース1と比較して、女性については30～

39歳、男性については60～69歳の労働力率の大幅な上昇（例えば、女性35～39歳

台では63.6％から76.6％、男性60～64歳台では70.9％から96.6％の上昇）を想定し

ています。

図表1-2 我が国の今後の年齢階層別人口割合の推移（単位：％）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」（平成19年5月）
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２．持続可能な経済

2007（平成19）年のノーベル平和賞は、我が国でも話題となった映画「不都合な真

実」の原著者である前米国副大統領アル・ゴア氏とIPCC（気候変動に関する政府間

パネル）が受賞しました。地球温暖化問題が、世界の平和や安全保障を推進する上で

国際的に共通な脅威となったことを示す象徴的な出来事だと考えられます。

（１）温暖化ガスの排出状況
地球温暖化は、二酸化炭素などの温室効果ガスが地球を覆って、地球表面の温

度を上昇させてしまうことが原因です。20世紀は石油に代表されるように二酸化

炭素を大量に発生する化石燃料を用い、大量生産・大量消費によって驚異的な発

展を遂げてきた世紀といえます。一方、大量の化石燃料の利用は、我々人類をは

じめ多くの生物や自然が快適に生存できるレベル以上の温室効果ガスを排出して

います。前述のIPCCは2007（平成19）年に「最近の温暖化の原因を、自然現象

ではなく、人間活動によって引き起こされている」とする報告を発表しています。

地球温暖化への対応は、国際的な協調のもと、我々の子孫に安心して暮らせる国

土・自然を残すための現世代の共通の課題、ミッションといえます。

地球温暖化に対する国際的な取り組みは、1997（平成9）年12月に京都で開催

された地球温暖化防止のための国際会議（COP３）で大枠が決められています

（京都議定書の採択）。対象となるガスとしては、二酸化炭素をはじめメタン、一

酸化二窒素等6種類が対象となり、1990（平成2）年の排出量を基準に2008（平成

図表1-3 労働力人口の見通し（単位：万人）

資料：厚生労働省雇用政策研究会「すべての人々が能力を発揮し、安心して働き、安定した生活ができる社会の

実現」2007（平成19）年12月
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20）～2012（平成24）年の5年間を目標に、各国の排出量削減目標を設定してい

ます。我が国は1990（平成2）年排出量に対して6％の削減が課されています。こ

の京都議定書は、米国が離脱した影響もあり、2005（平成17）年2月にようやく

発効しました。

我が国の温室効果ガス排出量は、基準年の1990（平成2）年度時点で12億6100

万ｔ（CO
2
換算）でした。しかし、我が国は今世紀に入り経済回復が見られたこ

ともあり、2005（平成17）年度の排出量は13億6000万ｔと1990（平成2）年度と

比較して7.8％増加しています。政府は、2005（平成17）年に「京都議定書目標達

成計画」を閣議決定しました。計画では、2010（平成22）年度の排出量は1990

（平成2）年度比+6％の13億1100万ｔの見込みであることから、石油などの化石燃

料の消費に伴う二酸化炭素の削減をはじめ、更なる削減量の目標設定を行ってい

ます。

図表1-4 京都議定書に盛り込まれた我が国の温室効果ガス削減目標と現在の排出量

資料：厚生労働省雇用政策研究会「すべての人々が能力を発揮し、安心して働き、安定した生活ができる社会の

実現」2007（平成19）年12月
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（２）産業界の取り組み
このような状況の中、温室効果ガスの削減が期待される産業界においては、化

学、製紙、セメント業界をはじめ多くの製造業において削減目標の達成に向け追

加対策が講じられています。鉄鋼業界では、近年、中国等新興工業国における鉄

鋼に対する需要や生産が拡大する反面、鉄鋼業界が排出する二酸化炭素総量の半

数が中国からのものとなっています。世界の鉄鋼業界は、京都議定書の期限が切

れる2012（平成24）年以降も見据え、また京都議定書に参加していない米国・中

国も参加し、国・地域ごとに排出削減目標を定めることで合意しています。

この動きの中で注目されているのが、我が国鉄鋼業界が長年培ってきた環境技

術（省エネ技術）です。溶鉱炉の中で出るガスの有効利用など、我が国鉄鋼業界

が持つ省エネ技術を中国などに技術移転することにより大量の二酸化炭素排出量

の削減が期待されます。

成長と環境の両立というテーマをもって産業界の取り組みは進んでいます。温

室効果ガスの排出量そのものは、産業界の割合が高くなっていますが、排出量が

急増している運輸、家庭、オフィス部門や産業界においても、中小企業を含め経

済を構成する企業、個人が石油等化石燃料に依存してきた経済システムに代わる

環境調和型システムの構築を考え、実行していくことが求められています。

図表1-5 鉄鋼業（一貫製鉄所）のエネルギー原単位の国際比較

注：同じ量の生産に使うエネルギー量を日本＝100として比較

資料：社団法人日本鉄鋼連盟資料より作成
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３．経済のグローバル化

企業活動は、国境や既存の行政域を超えて展開します。ここでは、企業と人

（観光）のグローバル化について最近の動向をみてみます。

（１）企業の海外生産活動
1985（昭和60）年のプラザ合意に基づく円高は、1990（平成2）年代後半にも

一層加速し、また中国をはじめとする東アジアの成長・発展は、生産拠点として

の魅力に加え、市場としての魅力も高めています。

我が国企業の海外現地法人企業数は2005（平成17）年度末現在15,850社であり、

1996（平成8）年度以降の年平均増加率は2.5です。現地法人企業数を製造業・非

製造業に分けて見ますと、製造業が8,048社、非製造業が7,802社と製造業がやや

多くなっていますが、過去10年間の推移は類似しています。製造業では、2005

（平成17）年度末現在、輸送機械（1,375社）、その他の製造業（1,220社）、情報通

信機械（1,183社）、化学（1,089社）の進出が多くなっています。非製造業では、

卸売業（3,763社）が全体の半数を占めています。

海外進出先をみますと、中国・東アジア（NIES、ASEAN）が1996（平成8）年度の

5,623社から2005（平成17）年度には8,810社に大幅に増加しています。全体に占める中

国・東アジアの割合は、1996（平成8）年度の44.4％から2005（平成17）年度には55.6％

に上昇しており、東アジアとの経済活動の緊密性は益々高まっていることがわかります。

図表1-6 業種別現地法人企業数の推移（単位：社）

資料：経済産業省、「第36回我が国企業の海外事業活動」2008（平成20）年3月
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（２）旅行者数の推移
グローバル化を人の動きについてみてみます。我が国の海外旅行者数は、1980

（昭和55）年の400万人から1985（昭和60）年の円高も手伝い年々増加し、1990

（平成2）年には1,000万人を突破しました。その後も短期的には変動がありますが、

増加傾向にあり、2006（平成18）年は1,754万人と過去最高であった2000（平成12）

年の1,782万人に次ぐ大きさとなっています。

一方、訪日外国人旅行者数は1980（昭和55）年の132万人から、我が国の海外

旅行者数の増加と比較すると緩やかな傾向を示して来ました。しかし近年、経

済・社会・文化のグローバル化が進展し本格的な国際交流の進展が見込まれる中

で、「住んでよし、訪れてよしの国づくり」を実現するものとして、観光が極め

て重要な役割を担うものとして、政府においても2010（平成22）年に訪日外国人

旅行者数を1,000万人とする目標が示され、2006（平成18）年12月には観光立国の

実現に向け｢観光立国推進基本法｣が成立しました。訪日外国人旅行者数は、ビジ

ット・ジャパン・キャンペーンが開始された2003（平成15）年以降、大きな増加

を示し、2006（平成18）年には733万人と、我が国海外旅行者数に対する割合も4

割を上回っています。訪日外国人旅行者の地域を見ますと、韓国（全体の28.9％）、

台湾（17.8％）、米国（11.1％）、中国（11.1％）の順で多く、アジア全体で71.5％

と人の動きにおいてもアジアとの関係が深まっています。

図表1-7 我が国の海外旅行者数、訪日外国人旅行者数等の動向（単位：万人、％）

資料：国土交通省、「平成19年版観光白書」2007（平成19）年7月
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４．知識経済化の進展

我が国経済社会において少子高齢化が一層進む中で、企業経営においても資

本・労働両面における制約がますます強くなることが想定されます。企業経営の

競争力の源泉も、イノベーションを生み出す優れた知識（無形資産）の役割が決

定的に重要となりつつあります。

知的資本（あるいは無形資産）の定義はいくつかありますが、米国の経営学者

B・レブ氏は、無形資産を大きく３つに分類しています。①技術革新によって生み

出されるイノベーション資本（例：研究開発投資、特許権、著作権等）、②組織資

本（例：ブランド、ネットワーク、組織構造等）、③人的資本（例：経営能力、従

業員のスキル等）です。このような無形資産の大きさは、従来の資本や労働といっ

た物的資産への投資による企業の生産性を大きく左右するものと考えられます。無

形資産の大きさを株式市場に上場している企業についてみてみると、企業の市場価

値（株式の時価総額等）から有形固定資産額を差し引いた大きさを無形資産の大き

さと定義すると、米国1998（平成10）年では無形資産の占める割合は約7割となり

ます。我が国2003（平成15）年でも全産業で約4割、製造業では約6割が無形資産で

あり、企業経営に占める無形資産の比重が高いことがわかります。

すでに欧州を中心に自社の無形資産を明らかにし生かしていくという「知的資本

経営」が注目され始めており、我が国においても企業の競争力の維持・向上の観点

から知的資本経営の本質を探り、活用していくことが重要となると考えられます。

図表1-8 上場企業における無形資産の割合

注：米国は1998（平成10）年、日本は2003（平成15）年の値

資料：経済産業省「通商白書（2004（平成16）年版）」
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５．産業政策の転換－イノベーションの創出－
我が国経済は戦後の高度成長を経て、世界でも有数の経済大国に発展しました。

半世紀前には考えられないような豊かな消費生活も享受しています。しかし、経

済的、産業的に課題がなくなったわけではありません。グローバル化が進み、中

国をはじめとする東アジアの急速な成長によって企業の競争環境は一段と激しく

なっています。このような状況の中で一定の利益を生み、雇用を守るためには、

各企業が自社のコア技術を高め、他の企業等と連携を進め常に新商品・サービス

の創出を図っていく必要があります。また社会面でも地球温暖化問題をはじめと

する環境問題や国民の福祉・安全性の向上、利便性の向上のためにも新産業・新

事業の創出が連続的に起きるような経済システムの構築が求められます。すなわ

ち、イノベーション・システムの構築です。

イノベーションを推進するためには、先ず第一に各企業が持っている技術や研

究開発力を高めることが重要です。我が国全体の研究開発力（研究開発費）は

2006（平成18）年度18兆4631億円であり、最近10年間の年平均伸び率は2.0％とな

っています。研究開発費の対GDP比（R&D集約度）を国際比較してみると、我

が国はOECD主要国中スウェーデン、フィンランドに次ぐ高さとなっており、

R&D集約度では世界の上位に位置しています。しかし最近の大手電機メーカーの

営業利益率の低迷をみてもわかるように、技術が高くても高い収益をもたらすも

のではありません。さらに、研究から開発、製品化、販売までを一企業が内部で

行なうのではなく、企業や大学・公的研究機関が連携を進め、イノベーションの

スピードを速めることが重要事項となっています（オープンイノベーションの推

進）。イノベーションは我が国のみならず、世界的な潮流であり、システム構築

の良否が、国や地域の競争力を決定する状況となっています。

図表1-9 R&D集約度（研究開発費の対GDP比）の国際比較（2003（平成15）年） 単位：％

資料：OECD「Factbook2006:Economic,Environmental and Social Statistics」
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イノベーションとは、基礎・応用研究の成果を試作・開発、さらには製品化を

通して市場に投入するプロセスです。その製品やサービスが一定の収益を生み出

すことが、次代の研究開発の原資となります。イノベーションの主役としては、

大手企業に加え、新規市場に向けた研究開発を得意とするベンチャー企業、基盤

技術や製品開発力に優れている中小企業、さらには民間企業ではリスクが高い故

に投資が少ない基礎研究分野を担う大学や公的研究機関が想定されます。さらに

事業化に当たっては、金融機関やベンチャーキャピタル、弁理士・弁護士の支援

ビジネス機関の役割も重要です。そしてこのような多様なイノベーションの主役

を効果的に連携させ、イノベーションを創出する場が｢産業クラスター｣と考えら

れます。

国もイノベーションを加速するため、2006（平成18）年7月に策定した『経済

成長戦略大綱』においては、①研究開発成果の事業化と同時に、市場ニーズを研

究（科学）に遡って反映させるという“研究と市場の対話”、②大学、公的研究

機関、民間企業の産学官の研究開発に横串を通し、その中から研究と市場の好循

環を生み出すという「イノベーション・スーパーハイウェイ構想」を提唱し、研

究から開発、製品化・商品化に至る各段階において、資金調達、研究開発、人材

の確保・育成や販路開拓面での支援を強化しています。

図表1-10 イノベーションのプロセス概念図

資料：各種資料を参考に（株）価値総合研究所作成
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第２節　日本の産業・経済構造と川崎市
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図表1-11 川崎市の概況

資料：各種統計資料から作成
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１． 人口の動向

（1）全国の状況
人口は、経済社会の最も基本的な指標です。人口は労働力として財やサービス

の生産量を規定する一方、家計の一員として消費活動を通して需要量を規定する

大きな要素と考えられます。

我が国の総人口は、2005（平成17）年10月1日現在1億2777万人で、この年、対

前年増加数が戦後初めてマイナスとなりました。人口減少社会の到来です。翌年

2006（平成18）年もほぼ同じ水準です。人口の対前年増加率は、1977（昭和52）

年に1％を下回って以降、年々低下しています。1980年代の年平均増加率0.57％か

ら1990年代は0.27％、そして2000（平成12）年以降（2000（平成12）～06（平成

18）年）の平均増加率は0.11％まで低下しています。

このような人口増加数の低下の大きな要因として考えられるのが出生数の減少

であり、具体的な指標としては女性が一生の間に生む子供の数を意味する「合計

特殊出生率」で示されます。

我が国では、静止人口（増減のない人口）を保証する合計特殊出生率（人口置

換水準）は約2.07といわれています。戦後の我が国の合計特殊出生率の推移をみ

ると、丙午の1966（昭和41）年の1.58を除き概ね2以上で推移してきましたが、

1975（昭和50）年に２を割って以降、長期的に低下傾向が続き、2005（平成17）

年には1.26、2006（平成18）年は若干上昇しつつも1.32の水準となっています。

図表1-12 我が国の合計特殊出生率・出生数の推移

資料：国立社会・人口問題研究所（編）「人口の動向2008」（2008（平成20）年1月）
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出生数も減少傾向が続いており、2006（平成18）年には109.3万人と団塊世代の

出産時期に当たる1970年代初頭の約半数の水準となっています。

合計特殊出生率の低下傾向は、欧米先進国でも戦後共通して見られた現象です

が、米国やフランス、スウェーデンをはじめ、いち早く両立支援策（ワークライ

フバランス）を講じ、出生率の回復に成功した国も見られます。一方、成長著し

い東アジアの中でも、韓国（1.20＝2004（平成16）年）、香港（0.85＝2004（平成

16）年）は、我が国以上に低い出生率となっています。

我が国の人口構造のもう一つの大きな特徴は、高齢化の進展です。総人口に占

める65歳以上人口の割合を「高齢化率」と定義しますが、高齢化率は1980（昭和

55）年代に10％を越えて以降、急速に高まり2006（平成18）年には20.8％となっ

ています。14歳以下の年少人口と65歳以上の老年人口の合計の15～64歳人口に対

する比率を「従属人口指数」と呼びますが、1980（昭和55）年の48.4％から2006

（平成18）年には52.6％と50％を上回るまでに上昇しています。

このように我が国は21世紀に入り、本格的な“少子・高齢社会”を迎えていま

すが、かつて経験したことがない状況であり、産業社会に与えるインパクトは不

透明かつ非常に大きなものであることが考えられます。

図表1-13 我が国の人口構造の変化

資料：国立社会・人口問題研究所（編）「人口の動向2008」（2008（平成20）年1月）
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（2）川崎市の状況
全国の人口が減少に転じ人口構成が高齢化しているのに対し、川崎市の人口は

一貫して増加傾向にあります。人口は1955（昭和30）年の445,520人から2007（平

成19）年の1,369,443人へと3倍以上に増加し、世帯数は98,755世帯から626,239世帯

へと6倍に増加しています。

この間の全国の増加率は、人口が1.4倍、世帯数が2.7倍ですから、川崎市の人

口、世帯数の伸び率は全国を大きく上回っていることがわかります。

人口、世帯数伸び率の最近の状況を見ると、人口については2006（平成18）年

にはやや鈍化したものの2007（平成19）年には再び急増し、世帯数については

2005（平成17）年まで伸び率が下降していたのが2006（平成18）年には上昇に転

じています。

図表1-14 川崎市の人口と世帯数の推移（各年10月1日現在）

資料：「川崎市統計書」

図表1-15 川崎市の人口と世帯数伸び率の推移（各年10月1日現在）

資料：「川崎市統計書」
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人口の増加は、死亡数と出生数の差である人口の自然増加、人口転入数と転出

数の差により生ずる人口の社会増加に起因しています。2005（平成17）年大都市

比較統計年表によれば、川崎市の人口の自然増加率は15大都市中最も高く、社会

増加率は東京都区部についで2位となっています。川崎市における人口の社会増

加率は増加基調にあり、今後とも人口増加が続くことが予想されます。

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

図表1-16 川崎市の人口増加の要因（単位:%）

資料：「平成17年大都市比較年表」

図表1-16-2 社会増加率の推移
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２．経済成長率の推移

（1）全国の状況
2006（平成18）年度の（実質）経済成長率は2.3％であり、2002（平成14）年度

以降5年連続でプラスとなっています。我が国経済も1990年代の長期不況から拡

大基調に転じています。

2006（平成18）年度の成長率の内訳（寄与度）を、民需、公需及び外需に分け

てみますと、民需が1.9％と大きく、最近の景気回復は企業設備投資や消費支出等

の民需中心の成長であることがわかります。

ここで我が国の経済成長率について海外の主要国と比較してみます。まず、我

が国の経済成長率は1980年代には平均して3.9％と主要7カ国の中でも最も高い水

準にありました。しかし、1990年代初頭のバブル経済崩壊後の長い経済低迷によ

り1990年代には1.2％と主要7カ国中、最も低い成長率となっています。我が国経

済は21世紀に入り、回復基調にありますが、フランス、ドイツ、イタリアは、成

長率の長期低下傾向が見られます。これに対し、アジアNIES4カ国は1980、90年

代を通して高い成長率を達成しています。また、中国経済は現在も二桁に近い成

長率を維持し、世界経済における比重を急速に高めていることがわかります。

図表1-17 我が国の経済成長率の推移（単位：％）

注：実質値は「連鎖方式」による数値である。

資料：内閣府経済社会総合研究所編「平成18年度国民経済計算」（平成20年1月）
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今後、本格的な少子高齢社会の中で、我が国の経済成長率を一定の高さに維持す

るためには、労働生産性の上昇を図る必要があります。労働生産性は、資本装備率

（労働者一人当たり資本ストック）とそれ以外の要素（全要素生産性）に分けられ

ます。前者は、労働投入量と資本ストックという生産に必要な量的なものである一

方、後者は技術進歩や教育訓練による労働者の能力の向上、さらにはIT技術等質的

なものと考えられます。「平成19年版経済財政白書」によれば、1980年代の労働生

産性上昇の約3割は全要素生産性の伸びが寄与していた一方、1990年代に入ると全

要素生産性の寄与は2割程度に低下していることが示されています。

今後、労働や資本の量的拡大については制約が強まることが予想される中、技

術、教育訓練をはじめ知的資本（無形資本）が果たす役割が益々高まることが考

えられます。

図表1-18 世界主要国の期間別実質成長率の推移

資料：IMF World Economic Outlook Database 2007
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（2）川崎市の状況
川崎市では、市内総生産（実質）の対前年伸び率は1997（平成9）年から2000

（平成12）年までが上昇局面、2001（平成13）年にいったんマイナスに転じ、

2003（平成15）年まで上昇しました。2004（平成16）年の市内総生産の対前年伸

び率は名目・実質ともにマイナスになりましたが、2005（平成17）年度にはプラ

スに回復し、我が国の経済成長率とほぼ同水準の伸び率となっています。

図表1-19 川崎市の市内総生産の対前年伸び率推移

資料：「川崎市市民経済計算」（2005（平成17）年度）
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３．景気と物価の動向

（1）全国の状況
昨今、多くの指標により我が国経済の景気回復・拡大が指摘されています。景

気動向を示す指標として最も良く使われるのが景気動向指数（DI:経済指標のう

ちで景気の拡大を示している指標の割合を示したもの）です。

戦後、我が国は好況と不況をくり返しながら成長・発展し、現在は第14番目の

循環にあると考えられます。最近（第13循環）では、2000（平成12）年11月に景

気のピークを向かえ、2002（平成14）年1月に景気は底を打って現在に至ってい

ます。過去の実績から、一つの循環は概ね50ヶ月（4年2ヶ月）といわれています。

すでに第13循環の谷から5年目を迎え、戦後最長の景気拡大局面であった「いざ

なぎ景気」（第6循環：拡大期57ヶ月）を越えつつあります。第14循環については、

山及び谷の時期が公表されていませんが、1990年代～21世紀初頭の長い経済低迷

を脱出し、新たな拡大局面に入っていることが想定されます。

図表1-20 我が国の景気動向指数の動きと「景気基準日付」

資料：内閣府経済社会総合研究所「景気動向指数」
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一方、我が国の最近の景気回復について、物価動向の観点からみてみると、次

のような特徴を見ることが出来ます。図表1-17では成長率について名目値と実質

値を示しておりますが、1990年代末から常に実質成長率が名目成長率を上回る状

況が続いています。名目値と実質値の差は、インフレ率と考えられます。したが

って、1990年代末から最近までの我が国はマイナスのインフレ、すなわちデフレ

経済であったことが理解できます。一般に経済が好況、あるいは成長段階にある

場合には、適度なインフレが生じるというのがこれまでの経験です（1970年代の

2度の石油危機時を除きます）。この観点から最近の消費者物価の動きをみると、

1997（平成9）年以降、物価の上昇は減少に転じ、1999（平成11）年以降物価上

昇率はマイナスとなっています。しかし、2002（平成14）年以降マイナス幅は縮

小し、2006（平成18）年には物価上昇率はプラスとなっています。換言すれば、

景気の回復に伴いマクロ経済的にも需給が逼迫し、わずかではあるがインフレの

兆しが見えてきたと考えられます。

図表1-21 消費者物価指数（注）の動向

（注）消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時

系列的に測定するもので、家計の消費構造を一定とし、これに要する費用が物価の変動によって、どう変

化するかを指数値で示したもの。
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（2）川崎市の状況
川崎市の最近の景気動向について、川崎信用金庫の「企業動向調査」（2007

（平成19）年9月調査）により概観すると、直近では2006（平成18）年12月が景気

の山、その後2007（平成19）年6月が景気の谷となっています。この指標は川崎

信用金庫取引先企業に景況感、売上額、収益の動向を尋ね、「増加」と回答した

企業割合と、「下降」と回答した企業割合の差（DI）を示したものです。

同金庫の過去の資料により、長期の景気動向を見ると、1990（平成2）年に山

（+32.4ポイント）、1993（平成5）年に谷（－58.2ポイント）、1997（平成9）年に

山（－17.5ポイント）、1998（平成10）年に谷（－56.1ポイント）などを繰り返し

ながら現在に至っています。2005（平成17）年以降は極端な山谷は見られず、傾

向としては上向きにあるといえます。

川崎市の消費者物価指数は、1998（平成10）年から2002（平成14）年まで下降

を続けた後、2005（平成17）年まではほぼ横ばい、2006（平成18）年にやや上昇

に転じています。この傾向は全国の動向とほぼ同様です。
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図表1-22 川崎市内企業の景気動向の推移

資料:川崎信用金庫
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４．雇用動向

（1）全国の状況　
2006（平成18）年の我が国全体の雇用状況を要約すれば、次のようになります。

我が国の15歳以上人口は1億1,020万人、うち就業者数は6,382万人、失業者は

275万人であり、両者を足した労働力人口は6,657万人となります。

先ず、労働力人口についてみてみると、1990年代前半は増加傾向にありました

が、1998（平成10）年の6,793万人をピークに減少に転じています。しかし、ここ

2年わずかではありますが、女性を中心に労働力人口は増加しています。なお、

15歳以上人口に占める労働力人口の割合である労働力率は、高齢化の影響で年々

低下し、ここ3年間は60.4％で横ばいとなっています。

図表1-23 川崎市の消費者物価指数の推移

資料：「川崎市消費者物価指数」

資料：総務省統計局「労働力調査年報（平成18年）」
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一方、失業者数は1990年代前半は100万人台で推移していましたが、経済の長

期的低迷から1995（平成7）年に200万人、1999（平成11）年に300万人を上回り、

2002（平成14）年には359万人に達しました。その後、経済の回復とともに減少

し、2006（平成18）年には275万人となっています。完全失業率も2002（平成14）

年の5.4％から2006（平成18）年には4.1％まで低下しています。とくにここ数年、

60-64歳の高齢層の失業率の低下が目立つ一方、若年層については、失業率そのも

のは低下傾向にはあるものの依然高水準にあります。

図表1-24 労働力人口、失業者数の推移

資料：総務省統計局「労働力調査年報（平成18年）」

図表1-25 我が国の失業率の推移

資料：総務省統計局「労働力調査年報（平成18年）」



30

川崎の産業2008

なお、近年我が国でも雇用施策の指標として「就業率」を採択するケースが増え

ています。これは15歳以上の人口に占める就業者の割合であり、2000（平成12）年

リスボンで採択されたEU雇用戦略においては、15～64歳の就業率を1998（平成10）

年の61％から2010（平成22）年までに70％にするという目標を設定しています。我

が国の2006（平成18）年時点の就業率は57.9％ですが、EU雇用戦略で対象とされて

いる15～64歳に限ると81.0％であり、2003（平成15）年の79.8％からわずかですが上

昇傾向にあります。

他方で、就業人口に占める「非正規雇用者」の割合は増加を続けています。非

正規雇用とは、「パート」・「アルバイト」・「労働者派遣事業所の派遣社

員」・「契約社員・嘱託」・「その他」などの雇用形態の総称ですが、「労働経

済白書」によれば、2003（平成15）年以降この割合は増加しており、その増加数

も年々大きくなっています。

総務省統計局の「事業所・企業統計調査」の従業上の地位別集計結果を見ても、

2001（平成13）年から2006（平成18）年にかけて正規雇用者の比率が減り、非正

規雇用者の比率が高まっていることが確認できます。

図表1-26  我が国の正規雇用と非正規雇用の変化
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（2）川崎市の状況
川崎市の特徴は、労働力人口が長期にわたり一貫して増加を続け、増加率も

1995（平成７）年から2000（平成12）年はいったん下降したものの、その後また

上昇に転じていることです。かつて1960年代の高度経済成長期には60%の上昇を

示した時期もありましたが、近年では10%程度の増加となっています。それでも

全国の状況と比較するときわめて高い水準といえます。

また、労働力率は全国水準の61.5%を上回る66.1%であり、この数字は15大都市

中でもトップの水準です。

図表1-27 川崎市の労働力人口の推移

資料：「国勢調査」

図表1-28 川崎市の労働力率

資料：2005（平成17）年「国勢調査」
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また、川崎市の特徴は、完全失業率が15大都市の中でも低く、比較的安定した

労働市場が形成されていることです。

さらに、就業者に占める常用雇用者の割合は15大都市中トップです。このことは、

全国の中でも川崎市が安定した就業環境を実現していることを意味しています。

図表1-29 川崎市の完全失業率

資料：2005（平成17）年「国勢調査」

図表1-30 川崎市の常用雇用者割合

資料：2005（平成17）年「国勢調査」
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なお、常用雇用者とは期間を定めず、または１年を超える期間を定めて雇わ

れている人を指します。これにはフルタイムの正規雇用者とパートタイム労働者

が含まれます。アルバイトなどは常用雇用者には含まれず、臨時雇用者という扱

いになります。

なお、「平成18年事業所・企業統計調査」により、川崎市と全国、東京、横浜

などの正規雇用者比率を見ると、川崎市は東京都に次いで正規雇用者の比率が高

くなっています。

雇用�

常用雇用�

正規雇用�

フルタイム� アルバイト�
パート�
タイム�

図表1-31  常用雇用者に占める正規雇用・非正規雇用者の割合

資料:平成18年事業所･企業統計調査
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５．開廃業の動向

（1）全国の状況
我が国産業の開廃業率の推移をみると、事業所数ベース、企業数ベースともに

1990年代以降廃業率が開業率を上回るペースで推移しています。したがって、事

業所数、企業数ともに減少傾向にあり、その傾向は2001（平成13）年以降強まっ

ています。ただし、直近（2004（平成16）－2006（平成18）年）では、開業率に

おいて大きな上昇が見られます。
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図表1-32 開業率と廃業率の推移

資料：中小企業庁編「中小企業白書2008（平成20）年版」

データは総務省統計局「事業所・企業統計調査」
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（2）川崎市の状況
川崎市の事業所ベースの開廃業率の推移をみると、2001（平成13）－2004（平

成16）年では全国より開業率が高く、廃業率が低い状況でしたが、直近（2004

（平成16）－2006（平成18）年）では、開業率、廃業率とも全国より低くなって

います。開業率と廃業率の差が縮まったことは全国と同様です。

川崎市の民営事業所数は1991（平成3）年をピークに、従業者数は1996（平成8）

年をピークに低落傾向が続いています。

しかし、他の大都市と比較すると、川崎市の事業所減少率、従業者減少率は小

さいといえます。

図表1-33 川崎市における開廃業率の推移（事業所数ベース）

資料：「事業所・企業統計調査」

図表1-34 川崎市における民営事業所数・従業者数の推移

資料：「事業所・企業統計調査」
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15大都市の中で、川崎市の事業所数の減少率は最も小さく、従業者数の減少率

は福岡市についで2番目に小さくなっています。全国的な事業所数・従業者数の

減少傾向の中で、川崎市は相対的に事業活動が活発であるといえます。

図表1-35 15大都市別、事業所数と従業者数の増減率

資料：「事業所・企業統計調査」（平成13年、16年）



37

第１章　　総　論

６．産業構造の変化

（1）全国の状況
我が国の産業構造の変化を長期的にみた場合、｢経済のサービス化｣が進展して

いることがわかります。サービス化とは、産業全体に占める第3次産業の比重が

増大することです。そこで、GDPに占める第1次（農林水産業）、第2次（鉱業、

製造業、建設業）、第3次産業の割合を1980（昭和55）年以降についてみてみると、

第3次産業は1980（昭和55）年の60.0％から2005（平成17）年には72.2％へと10ポ

イント以上上昇していることがわかります。これに対して第2次産業は同期間に

おいて36.5％から26.4％へ10ポイント低下しています。また、第１次産業も3.5％

から1.4％に低下し、我が国では産業に占める第3次産業の比重の増加（サービス

化）が確実に進展していることがわかります。

それでは、今後我が国の経済を牽引していくのは第3次産業であり、第2次産業

の役割は小さいといえるのでしょうか。そうではありません。この点を理解する

ために、経済を物的部門（製造業、農林水産業、建設業）とサービス部門に分け

てみてみます。両部門の成長に伴い、資材やサービスが調達されることになりま

す。例えば自動車産業の成長は、自動車部品という物的部門からの調達を増やし、

そのことが自動車部品産業の成長をも促します。同時に情報や広告、各種サービ

スというサービス部門からの調達を通してサービス部門の成長を促進します。同

図表1-36 我が国の産業別名目GDPの構成比変化

資料：内閣府経済社会総合研究所、「平成19年版国民経済計算年報」、ただし1980（昭和55）～95年の値は、平成17年版

に基づく
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様に、ソフトウェア産業の成長は、ソフト部門、物的部門（コンピュータ等）の

両部門の成長を促します。したがって、物的部門とサービス部門の成長には、次

のように4つのリンクを想定することが出来ます。

ここで産業連関表を用いて1990（平成2）～1995（平成7）年と1995（平成7）～

2000（平成12）年のA～Dの変化を調べてみます。両期間ともに伸びているのは、B

とCです。Bはサービス部門の自立的な伸びを意味するのに対して、Cは製造業等物

的部門の伸びによってサービス部門の成長が支えられている部分を意味します。他

方、物的部門の自立的な伸びを示すAやサービス部門の成長による物的部門の成長

誘発を示すDはマイナスで、特にDのマイナス幅が大きくなっています。

換言すると、サービス部門については自立的に伸びている部分もありますが、そ

れ以上に製造業等物的部門の成長による誘発によって伸びている部分が大きいこと

がわかります。経済のサービス化の流れは今後も続くと考えられますが、その背後

にある「物的部門（製造業等）とサービスの相互依存性の深化」が産業構造の本質

と考えられます。具体的にいえば、製造業は優れた研究開発や情報、デザイン、各

種サービスの投入によって競争力を高めると同時に、サービス業もコンピュータ、

医療機器をはじめとする製造業等の製品によってサービスの質を高めることが考え

られます。地域においても、製造業等とサービス業の高度な製品、サービスの相互

依存性を高めることにより競争力の向上が図られることが想定されます。

A：物的部門の内部乗数の変化�
B：サービス部門の内部乗数の変化�
C：物的部門の生産が誘発する�
　   サービス部門からの投入の変化�
D：サービス部門の生産が誘発する�
　   物的部門からの投入の変化�

図表1-37  物的部門とサービス部門の伸び率

資料：経済産業省製造産業局編、「2006年版　ものづくり白書」
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（2）川崎市の状況
川崎市においてもこの30年ほどの間に経済のサービス化の進行は大きく進みま

した。市民経済計算から、名目GDPによる各産業の構成比の推移を見ると、1975

（昭和50）年に56.3%であった製造業は2003（平成15）年には27.6%と半減し、サ

ービス、不動産などの産業部門が伸びています。また、製造業部門内では、電気

機械の割合が大きく減少し、石油・石炭のシェアが増大しました。

部門別の減少・増加傾向を整理すると製造業の電気機械が著しく構成比を低下

させ、サービス部門の構成比が著しく増加したといえます。

図表1-38 川崎における産業の構成比の変化

資料：市民経済計算より作成

図表1-39 川崎における製造業の構成比の変化

資料：市民経済計算より作成

数値は各年度断面における産業別付加価値構成比　｢川崎都市白書｣（注）田中論文より

（注）：「川崎都市白書」は、専修大学社会知性開発研究センター／都市政策研究センターが「イノベーション・クラ

スター形成に向けた川崎都市政策のへの提言」（文部科学省オープン・リサーチ・センター整備事業）事業の

一環として2007（平成19）年7月に刊行しました。以下、本書で「ORC調査」と表記してあるものは、すべて本

事業の調査研究の成果を掲載したものです。
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（3）「平成12年川崎市産業連関表」からみた川崎の産業構造の特徴
川崎市では2006（平成18）年1月に、川崎市では初となる「平成12年川崎市産業連関

表」を公表しました。これにより、川崎市の産業構造がより詳細に分析可能となると

ともに、市内の様々な需要変動、例えば企業誘致、大型商業施設等の整備、観光客の

増減、アメリカンフットボールワールドカップ2007（平成19）川崎大会等イベントの

開催などの市内産業に及ぼす経済波及効果について分析することが可能となりました。

①産業連関表の概要
産業連関表には、「取引表」「投入係数表」「逆行列表」があります。また、産

業区分をどの程度細かく見るかにより、川崎市産業連関表には「13部門表」「32

部門表」「104部門表」「188部門表」の4つのタイプがあります。資料編20～26ペ

ージには、32部門表の取引表、投入係数表、逆行列表を掲載しました（産業連関

表は川崎市の以下のＨＰから入手可能です）。

http://www.city.kawasaki.jp/20/20tokei/home/io/index.htm

ア．取引表

川崎市内の1年間（2000（平成12）年）の財・サービスの取引関係を示します。

表を縦にみると、生産の投入構造がわかります。各産業の最下欄に年間生産額が

示されます。年間生産額は、生産に必要な他産業からの財・サービスの購入

（「中間投入」）部門と雇用者所得や営業余剰等の「付加価値」部門から構成され

ます。一方、表を横にみると、生産の産出構造がわかります。最右欄には年間生

産額が示され、各産業の生産物のうち、他産業に購入される部分（「中間需要」）

と市内の消費や投資、さらには市外の移輸出に向けられる「最終需要」、さらに

市内生産額と中間需要＋最終需要の差は、市外からの移輸入額として表されます。

イ．投入係数表

取引表を縦に読み、市内生産額を1（100％）とした場合の、他産業からの投入

割合や雇用者所得・営業余剰の割合を示します。

ウ．逆行列表

逆行列表は、ある産業に1単位の需要増があった場合に、市内各産業及び市内生

産をどの程度増加させるかを示します。例えば、「03食料品」を見てみます。食料

品産業の生産需要が1単位増えた場合、食料品産業は生産増に必要な財・サービス

を他産業から購入し、そして他産業もその生産需要増に必要な財・サービスを他産

業から購入する・・・。このようにして食料品産業の当初の1単位の需要増がどの

程度、市内各産業の生産誘発をもたらすか、そして市内生産額をどの程度誘発する

かを示します。市内生産へのトータルな誘発の大きさを示すのが「列和」であり、

食料品産業の列和は1.22（＝市内生産誘発額／食料品産業の生産需要増）であり、

食料品産業の生産需要が1億円増加すれば、最終的には市内生産額は1.22億円増加し

ます。「影響力係数」は産業平均と比較した値を示します。食料品産業の影響力係

数は0.95です。川崎市の産業平均と比較して列和の大きさは95％と解釈できます。
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②川崎市の産業構造の特徴

ア．生産額規模

取引表（32部門表）から川崎市の生産額の大きな業種について上位4業種を取り出

してみると、「07石油・石炭製品」、「29対事業所サービス」、「06化学製品」、「22不動産」

となります。臨海部に立地する石油や化学等が上位を占めるとともに、近年のサービ

ス化を反映し対事業所サービスが第2位となっている点に大きな特徴があります。

より詳細に見るため、188部門表で上位4業種を抽出すると、「石油製品」、「調

査・情報サービス」、「住宅賃貸料」に次いで、第4位に「企業内研究開発」が挙

げられます。企業内研究開発とは、企業の研究所や研究開発部門が研究開発とし

て売上計上した部分を一つの産業として見立てたものです。その生産額（5016億

円）は「小売業」（4844億円）を上回り、市内生産額に占める割合は4.6％です。

我が国の企業内研究開発の国内生産額に占める割合が1.1％であることから、川崎

市の産業構造の特徴として、高い研究開発機能を有していることがわかります。

川崎市の研究開発従業者

川崎市の研究開発者数についてみると、2000（平成12）年時点の従業地ベースでの全従業
者に占める科学研究者・技術者の割合は11.1％であり、大都市の中ではトップです。また、
平成16年時点における学術・開発研究機関従業者の全従業者に占める割合は2.7％であり、
これも大都市の中ではトップです。このように川崎市は、高い研究開発力を持つ都市である
ことがわかります。

科学研究者・技術者の割合（平成12年）

資料：総務省統計局「平成12年　国勢調査報告　第６巻（その３）」

学術・開発研究機関の従業者割合（平成16年）

資料：総務省統計局「平成16年　事業所・企業統計調査報告」
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イ．産業別特徴　

40頁で述べたように、年間生産額は中間投入部門と付加価値部門で構成されます。

32部門表を基に川崎市の産業構造をみてみると、先ず、投入構造については輸送機械、

化学製品をはじめ製造業において中間投入率が高い一方、サービス産業（第3次産業）

では、不動産、公務をはじめ中間投入率以上に付加価値率が高いことがわかります。

次に、列和（生産誘発係数）をみてみます。逆行列表は2種類あり、取引関係

が全て市内で行われることを想定した「閉鎖型」と、現実の市内外の取引を反映

する「開放型」です。閉鎖型で見ると、列和は、輸送機械、化学製品、鉄鋼に代

表される製造業がサービス産業を大きく上回ります。一方、開放型で見ると製造

業とサービス産業の列和の大きさにはほとんど差がありません。これは、製造業

の財・サービスの調達において市外との取引関係が多いことが大きな理由である

と推察されます。したがって、閉鎖型と比較した開放型の列和の大きさは、輸送

機械、石油・石炭製品や電気機械では50％を下回る状況です。

自給率、すなわち市内の総需要に対して市内生産の賄う割合をみますと、これも繊

維製品、非鉄金属、電気機械をはじめ製造業の値が低く、反対に公務、建設、電力・

ガス・熱供給や不動産をはじめとするサービス産業は非常に高い値を示しています。

製造業とサービス産業の大きな違いは、在庫機能の有無です。概していえば、

製造業は生産に当たり部品や原材料の物的中間投入比率が高く、それらの市内自

給率が低いため、製造業の列和（生産誘発係数）には閉鎖型と開放型で大きな差

があると解釈できます。

図表1-40  産業連関表における産業別の主要な構造指数（32部門）
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③経済波及効果

産業連関表は、川崎市の産業構造を分析する有効な手段であると同時に、地域の都

市・産業政策の評価を波及効果という観点から分析する有効な手段でもあります。

経済波及効果は、地域にあるインパクト（企業誘致、観光客の増加等による特定産業

の生産需要の増加）を直接効果として捉え、市内他産業からの財・サービスの調達がも

たらす効果（間接一次効果）と雇用者所得の一部が市内消費を通してもたらす効果（間

接二次効果）に分類できます。また、波及効果は生産額のみならず、付加価値額や雇用

者数でも評価できます。雇用者数で評価するためには、産業別の雇用係数（100万円の

生産を生み出すのに必要な雇用者数）が必要です。さらに、分析対象についても大きく

「建設効果」と「運営効果」に分類できます。前者は、工場・研究所や商業施設の建設

に伴う効果であり効果自体は一時的なものです。後者は施設の稼動に伴う効果であり、

工場や商業施設が稼動する限りにおいて、毎年生ずることが期待できます。

また、経済波及効果分析に当たっては、産業連関表に挿入する前提条件をどの

ように設定するかが非常に重要となります。

マイコンシティの経済波及効果

川崎市麻生区（南黒川地区、栗木地区）に整備された産業集積拠点である「マイコンシティ」に
は研究開発型企業42社が進出しています。企業立地の川崎市産業経済への経済波及効果（建設効果、
運営効果）について、平成12年川崎市産業連関表を用いて推計してみました。
主要な前提条件は、以下のようになります。
●　 建設効果に係る建設投資額は29,761百万円です。
●　 マイコンシティに立地する企業の業種（売上高ベース）は、電気機械、企業内研究開発、一

般機械、精密機械が主力であり、運営効果に係る生産（出荷）額は170,736百万円となります。
●　 企業の年間生産に伴う調達について、アンケート調査や産業連関表の自給率を参考に

設定します。
●　 間接2次効果については、市内通勤者を対象とし、消費全体の75％を市内で購入すると

想定します。
以上をもとに、マイコンシティの経済波及効果を要約しますと、次のようになります。運
営効果についてみると、直接効果170,736百万円に対し、市内への生産誘発額（合計）は
226,676百万、雇用誘発は11,920人と推計されています。

マイコンシティの経済波及効果（単位：百万円、人）

資料：青木成樹「マイコンシティの経済波及効果分析」新産業政策研究かわさき第5号、財団法人川崎市産業振興財団（2007年）

経済波及効果の種類：直接効果、間接一次効果、間接二次効果

波及効果の表示の種類：生産額、付加価値額、雇用者数

波及効果の対象の種類：建設効果、運営効果



44

川崎の産業2008

７．就業構造

（１）全国の状況
①産業別就業者数

我が国の就業者数について、1次・2次・3次産業別にその推移をみると、名目

GDP（図表1-36）の場合同様、サービス化が進展していることがわかります。第

3次産業の就業者構成比は1980（昭和55）年の55.6％から2006（平成18）年には

69.1％、約7割に急増しています。他方、第2次産業の就業者割合は同期間におい

て、34.8％から27.0％に低下しています。しかし、第2次産業の低下の度合いは名

目GDPでみた場合と比較して、大きくはありません。

2006（平成18）年の就業者総数は6,382万人ですが、産業大分類別（17分類）に

みると最も多いのが「製造業」の1,161万人（構成比18.2％）であり、次いで「卸

売・小売業」1,113万人（17.4％）、サービス業938万人（14.7％）、医療、福祉571

万人（8.9％）、建設業559万人（8.8％）であり、この5業種で全体の約7割（68.0％）

を占めます。近年、情報通信技術の発展には目覚しいものがありますが、情報通

信業の就業者数は181万人と全体の2.8％にすぎません。一方、上記主要5業種の最

近の就業者数の伸びをみますと、日本標準産業分類の変更が行なわれた2002（平

成14）年＝100とする指数をみると、医療、福祉が高齢化社会の進展を背景に

120.5と高い伸びを示し、またサービス業（111.1）の伸びも高くなっています。

これに対して、第2次産業に属す建設業（90.5）、製造業（96.6）は伸び自体がマ

イナスとなっていることがわかります。なお、情報通信業は就業者数は大きくは

ありませんが、この指数は113.8であり、高い伸びを示しています。

図表1-41 我が国の産業別就業者割合の変化（単位：％）

資料：総務省統計局「労働力調査」
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②職業別就業者数
我が国の就業者を職業別にみてみます。我が国の統計では、職種を大きく8つに分

類します。①技術者・教員等の「専門的・技術的職業従事者」②「管理的職業従事

者」③「事務従事者」④「販売従事者」⑤｢保安職業、サービス職業従事者｣⑥「農

林漁業作業者」⑦「運輸・通信従事者」⑧「生産工程・労務作業者」となります。

2006（平成18）年における就業者数は、⑧「生産工程・労務作業者」が1,805万人（構

成比28.3％）が最も多く、③｢事務従事者｣1,260万人（19.7％）、①「専門的・技術的職業

従事者」937万人（14.7％）の順となります。1980（昭和55）年以降の構造変化をみるた

めに、1980（昭和55）年時点の就業者数を100とした1990（平成2）年、2000（平成12）

年及び2006（平成18）年の指数を導出したところ、3つのパターン（A、B、C）に分か

れます。パターンAは、1980（昭和55）年以降就業者数が一貫して増加している①「専

門的・技術的職業」、⑤「保安、サービス職業」が該当します。社会の知識経済化、サ

ービス化がこの背景にあると考えられます。パターンBは、反対に一貫して減少してい

る職業であり、②｢管理的職業｣や⑥「農林漁業」等5つの職業が該当します。パターンC

は、1980（昭和55）年以降一度増加し、その後減少している職業で、③「事務」が該当

します。③「事務」が1980（昭和55）年と比較した2006（平成18）年の就業者数が増加

であるのに対して、⑧の｢生産工程・労務作業者｣は1990年代以降の円高や東アジアの成

長に伴う製造業（現業部門）の海外移転の影響が大きいことから1980（昭和55）年と比

較した2006（平成18）年の就業者数は減少しているという違いがみられます。

　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　  

情報通信業� 181 2.8 113.8

図表1-42 我が国の主要産業における最近の就業者数の変化

資料：総務省統計局「労働力調査」

図表1-43 我が国の職業別就業者数の推移

資料：総務省統計局「労働力調査」
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（2）川崎市の状況
川崎市の産業別就業者割合については、1960（昭和35）年までは製造業の割合が増加

していましたが、1965（昭和40）年以降一貫して第3次産業の割合が増加傾向にありま

す。現在では、第３次産業従事者の比率は全国より高い水準となっています。

この傾向は、15大都市の多くで共通に見られ、多くの大都市において、第3次

産業従事者は8割程度を占めており、特に大都市においては、就業者の観点から

見てもサービス化が大きく進展していることがわかります。

図表1-44 産業別就業者割合の推移（川崎市）

資料：「国勢調査」

図表1-45 産業別就業者割合の大都市間比較

資料：2005年「国勢調査」
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第1節　製造業
（1）大都市比較
まず、川崎市における製造業の位置づけを把握するために、他の大都市との比

較をしてみると、川崎市は製造業従業者割合が18.1%で、15大都市中第2位と高く

なっています。もちろん、前章で見たように、川崎市においても経済のサービス

化は進行しつつあるのですが、他都市との比較においては製造業が依然重要な位

置を占めている都市だということがわかります。製造業従業者割合の高さは、隣

接する東京都10.6％、横浜市13.2％と比較しても顕著です。

また、製造品出荷額の状況を見ると、川崎市は東京都区部、横浜市に次いで第

3位で、1事業所、従業者一人当たり出荷額はそれぞれ1位となっています。この

ことから、川崎市には比較的規模が大きく、生産性の高い製造業事業所が立地し

ていることがわかります。1事業所あたりの製造品出荷額は東京都区部の約10倍

となっています。

図表2-1 産業別事業所数、就業者数の大都市間比較

資料：平成17年大都市比較統計年表

図表2-2 製造業出荷額の大都市間比較（単位:百万円）

資料：平成17年大都市比較統計年表
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（2）推移と現状
次に、川崎市の状況について、同じ工業統計の時系列データから、50年ほどの

長期スパンで川崎市の工業の推移を見てみます。事業所数で見ると、川崎の工業

は戦後ずっと上昇を続けてきましたが、1990年（平成2）ごろをピークに下降に

転じます。従業者数では、1971（昭和46）年にピークを迎え、それ以降減少を続

けています。事業所数、従業者数の減少は国内での工場の地方移転、他産業の流

入、中国などアジアの急速な工業化とともに工場設備等の省力化投資を行ったこ

となどが要因と考えられます。また一部の事業所において、工場から研究所へと

転換したことなども、工業従業者の減少要因と考えられます。

図表2-3 長期時系列で見た製造業事業所数と従業者数の推移

資料：工業統計調査

図表2-4 長期時系列で見た製造品出荷額と付加価値額の推移

資料：工業統計調査
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製造品出荷額、付加価値額も1990（平成2）年まで上昇を続けていましたが、

その後減少に転じていることがわかります。

事業所数と従業者数の推移を最近10年ほどに着目して見ると、2004（平成16）

年まで下降線をたどっていたのが、2005（平成17）年はプラスに転じたものの

2006（平成18）年には再び減少傾向を示しています。

製造品出荷額では2002（平成14）年がボトムで、その後は上昇傾向を継続して

おり、一部の業種では回復局面を示しているともいえます。

もっとも、最新の工業統計（平成18年度）によれば、事業所数…前年比7.6％減、

従業者数…前年比4.8％減、製造品出荷額等…前年比5.8％増、付加価値額…前年

比10.7％増となっていますので、今後の推移を見守る必要があります。

図表2-5 製造業事業所数と従業者数の推移

資料：工業統計調査

図表2-6 製造品出荷額と付加価値額の推移（単位:百万円）

資料：工業統計調査
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それでは、このような製造業の回復は具体的にどのような業種によって牽引さ

れているのでしょうか。工業統計の時系列データを製造業の3タイプ別に見ると

次のことがわかります。

１）事業所数、従業者数では一貫して加工組立型（注）が主要産業です。

２）しかし従業者数では素材型産業（注）が近年やや増加傾向にあります。

３）製造品出荷額と付加価値額では、素材型産業が1999（平成11）年ごろから

急速にシェアをのばし、加工組立型を完全に逆転しました。

４）したがって、製造品出荷額から見ると、現在の川崎市工業の回復は素材型

産業によって牽引されている面が強いといえます。

（注）加工組立型とは一般機械、電気機械、情報機器、輸送機械などを指します。

（注）素材型とは化学、石油、鉄鋼などを指します。

図表2-7 産業タイプ別シェアの推移（事業所数）

資料：工業統計調査

図表2-8 産業タイプ別シェアの推移（従業者数）

資料：工業統計調査
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では、この傾向を産業小分類別に見るとどうでしょうか。出荷額ベースでは石

油、化学、鉄鋼などの素材産業のシェアが極めて高く、事業所数で多数を占める

電機、機械系製造業の出荷額シェアは少ないことがわかります。

素材型産業は、現在、世界的な需要高騰や世界的に見ても極めて高い技術レベ

ルであることを背景に出荷額を伸ばしています。一方で、かつて出荷額の中心的

なポジションを占めていた電機産業などにおいては工場の生産機能が地方、海外

に移転し、設計機能、研究機能等は有するものの製造機能が川崎においてはなく

なってきたため、工業統計にあらわれる指標も低下しているものと推察されます。

しかしながら、後述するように、電機など加工組立型産業においては、研究開

発拠点化が急速に進行しています。

図表2-9 産業タイプ別シェアの推移（製造品出荷額）

資料：工業統計調査

図表2-10 産業タイプ別シェアの推移（付加価値額）

資料：工業統計調査
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図表2-11 産業中分類別事業所数と製造品出荷額

資料：平成17年工業統計調査

注）「電機」については、平成14年に「電機」、「情報機器」、「電子部品」に３分割されたことに伴い、平成13年以前の数値を進分類で置き換えています。�

 3,826,761 3,550,479 3,835,393 3,858,387 4,229,776 9.6 100.0�
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 306,857 246,370 222,115 237,311 197,051 △17.0 4.7�
 105,025 107,423 93,507 84,104 95,206 13.2 2.3�
 282,712 105,925 71,113 57,823 51,172 △11.5 1.2�
 62,132 49,110 48,046 40,862 37,098 △9.2 0.9�
 473,247 537,978 702,677 636,112 494,311 △22.3 11.7�
 21,156 15,603 17,172 20,153 19,878 △1.4 0.5�
 499,552 413,935 450,612 340,246 348,436 2.4 8.2�
 247,562 240,639 295,471 230,274 228,126 △0.9 5.4�
 110,111 46,793 28,557 6,117 6,163 0.8 0.1�
 × × × × 　× × ×�
 2,660 1,813 1,542 1,377 1,491 8.3 0.0�
 2,093 1,750 1,448 1,416 1,053 △25.6 0.0�
 7,868 8,956 10,565 10,219 8,727 △14.6 0.2�
 29,579 25,106 25,436 24,568 23,869 △2.8 0.6�
 69,109 62,755 61,999 48,782 53,465 9.6 1.3�
 927 721 1,071 435 456 4.8 0.0�
 × × × × 　× × ×�
 × × 23,993 16,559 24,615 48.7 0.6

総　　　　　数�
素　　材　　型�
 紙　製　品�
 化　　　学�
 石　　　油�
 窯　　　業�
 鉄　　　鋼�
 非　　　鉄�
加 工 組 立 型�
 金 属 製 品�
 一 般 機 械�
 電　　　機�
 情 報 機 器�
 電 子 部 品�
 輸　送　機�
 精 密 機 械�
消費関連その他型�
 食　　　料�
 飲　　　料�
 繊　　　維�
 衣　　　服�
 木　　　材�
 家　　　具�
 印　　　刷�
 プラスチック�
 ゴ　　　ム�
 な め し 革 �
 そ　の　他 

産　業　別 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年�製造品出荷額等　増減率（％）　構成比（％）�
�

平成17年�

図表2-12 産業別製造品出荷額の推移

資料：工業統計調査
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（3）区別状況
川崎市の製造業は区別に見ると大きな違いがあります。戦前から京浜工業地帯の

担い手となってきた川崎区の割合が極めて高く、これに電機、情報機器などの加工

組立型を中心とする中原区、高津区などが続いているという構造になっています。

１）事業所数は川崎区が最も多く全体の約3割を占め、これに高津区、中原区

が続いています。事業所数の伸び率が高いのは、麻生区、高津区などです。

２）従業者数でも第1位は川崎区で全体の43%を占め、これに中原区、高津区

が続いています。

３）区別の事業所数と従業者数の状況から、川崎区では比較的大規模な事業所が

多く、これとは逆に高津区では中小規模の事業所が多いことがわかります。

４）製造品出荷額の第1位も川崎区ですが、ここに川崎市全体の出荷額の7割以

上が集中しており、対前年比でも17%伸びています。第2位は中原区です

が、構成比は14%に満たず、対前年比でも減少しています。

図表2-13 製造業の区別の状況

資料：平成16年、17年工業統計調査

※増減率は平成16年との比較
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第2節　商業
（1）大都市比較
川崎市の商業を論ずるときにまず考えなければならないのが、巨大商業集積地

である東京と横浜にはさまれた地理的特殊要因です。特に、東京23区には卸売業、

小売業とも川崎市とは比較にならないほどの規模の集積があるため、相当量の市

内購買力が吸引されていると推察されます。この結果、全国の大都市と比較する

と、トンプソン指数（注）は低く、小売業売場面積は15都市中14位となっています。

また、卸売業の規模も大都市中で比較すると小さくなっています。

（注）トンプソン指数：夜間人口比率に対する商品販売額の比率の割合であり、商業集積を表す指標

しかし、川崎は巨大商業集積のある東京にも横浜にもアクセスがよいため、こ

れらの指標の低さは市民生活上の不便に直結しているとはいえません。

川崎市の商業は、東京23区のような巨大商圏を有しているのではなく、中規模

商圏型といえます。川崎市民を対象に実施したweb調査結果を見ると、多くの市

民が日常の買い物を川崎市内でしています。しかし、同じ調査結果では、休日や

仕事帰りの買い物先として川崎市外が比較的多くあげられる傾向があります。し

たがって、日用品は市内で購入され、いわゆる買回り品（注）は東京や横浜など市

外で購入されている傾向があります。
（注）買回り品とは、いくつかの店舗を訪れて比較して購入するような商品で、衣料品や家電製品などを指します。

全国的に1980年代から小売店舗数の減少傾向、従業者数の増加傾向が続くなか

で、最近の川崎市の特徴として、商業の規模は大都市の中で比較的小さいにもか

かわらず、事業所数の減少がとまりつつあることがあげられます。

図表2-14 商業の大都市間比較

資料：平成16年商業統計調査
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15大都市の年間商品販売額総額を見ると、2004（平成16）年が315兆9726億円

で、前回調査の2002（平成14）年の322兆9604億円と比べると、2年間で6兆9878

億円（対前回比2.2％）減少していますが、川崎市は、2119億円（同7.5％）増で

大都市中トップの伸び率となっています。他に増加しているのは東京都区部1469

億円（同0.1％）増、京都市753億円（同1.4％）増と２都市だけで、他の都市は減

少となっています。さらにこの統計数値の公表後、川崎駅前に大型商業施設「ラ

ゾーナ川崎プラザ」がオープンしていますので、今後とも川崎の小売業の年間商

品販売額は増加傾向を示していくと推察されます。

（2）推移と現状
経済産業省の資料によれば、全国の小売業の動向として、事業所数は1982（昭

和57）年をピークに減少を続けており、他方で従業者数は緩やかに上昇を続けて

います。年間商品販売額は、調査開始以来1999（平成11）年に、初めて減少とな

りました。また、卸売業は、1991（平成3）年をピークに減少が続いています。

図表2-15 15大都市の小売業の年間商品販売額の比較

資料：商業統計調査
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川崎市では、1985（昭和60）年から2004（平成16）年までの川崎市商業統計

調査の時系列データを見ると、次のような変化が見られます。

１）商業全体の事業所数は減少傾向にあるものの、従業者数、年間商品販売額

は増加傾向にある。

２）事業所数は、小売業では長く続いてきた減少傾向が下げ止まり、卸売業は

横ばいである。

図表2-16  我が国商業の全体状況

資料：2005 我が国の商業（経済産業省）
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３）従業者数は、小売業では増加傾向、卸売業では横ばいである。

４）1事業所あたりの従業者数は小売業、卸売業とも増加傾向にある。特に小

売業でその傾向が顕著である。このことは、小売業の1店舗あたりの規模

の拡大傾向を示している。

５）年間商品販売額は、小売業では横ばい、卸売業では1997（平成9）年以降

増加傾向にある。

６）1事業所あたり年間商品販売額は、小売業、卸売業とも増加傾向が続いている。

全体として、川崎市の商業は拡大基調にあること、そして、1店舗あたりの規

模が大型化していることが特徴といえます。

図表2-17 川崎市商業の全体動向

左目盛：事業所数、従業者数、右目盛：年間商品販売額（百万円）

資料：商業統計調査

図表2-18 事業所数の推移

資料：商業統計調査
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図表2-19 卸売業・小売業の従業者数の推移

資料：商業統計調査

図表2-20 卸売業・小売業の１事業所あたり従業者数の推移

資料：商業統計調査
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（3）区別状況
川崎市の商業の状況を地域別に見ると、事業所数、従業者数では川崎区が第1

位、年間商品販売額では幸区が第1位です。製造業において製造品出荷額の77%

が川崎区に集中していることと比べると、各分野トップの川崎区、幸区の全市に

占める割合は四分の一程度となっています。

区別の年間商品販売額の上位である幸区、川崎区では卸売業の割合が高くなっ

ています。

図表2-21 卸売業・小売業の年間商品販売額の推移（百万円）

資料：商業統計調査

図表2-22 卸売業・小売業の1事業所当たり年間商品販売額の推移（百万円）

資料：商業統計調査
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区別の買い物状況を見ると次の点が指摘できます。

・川崎区は川崎駅周辺の中心市街地を有するため、自区内での買物が多い　

・幸区は川崎駅に近いことから日常、休日・仕事帰りともに自区内での買物が

少ない。

・宮前区、多摩区は休日・仕事帰りが50％台で低い。これは自区内に大規模な

商業集積がないためであると考えられる。

図表2-23 商業全体の区別状況

資料：平成16年「商業統計調査」

増減率は平成14年との比較

図表2-24 卸売業および小売業の区別状況（年間商品販売額：百万円）
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図表2-25 日常の生活用品購入地域（居住地別）

資料：専修大学ＯＲＣ市民ＷＥＢ調査　2007年1月実施

図表2-26 休日・仕事帰りの主な買物地域（居住地別）

資料：専修大学ＯＲＣ市民ＷＥＢ調査　2007年1月実施
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鮮魚、野菜などの生鮮類を扱う卸売市場としては、市内の中原区（1/2）・高

津区・宮前区・多摩区・麻生区及び横浜市（港北区・緑区・都筑区・青葉区）を

供給圏とする中央卸売市場「北部市場」、川崎区・幸区・中原区（1/2）を供給圏

とする地方卸売市場「南部市場」が整備されており、全国の産地と川崎市及び近

郊の食品流通の拠点としての役割を果たしています。

（注）南部市場は、2007（平成19）年に中央卸売市場から地方卸売市場になりました。

（トン）�（千円）�

図表2-27  卸売市場取扱数量および金額

資料：川崎市経済局
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第3節 サービス業
（1）大都市比較
総務省統計局の平成16年サービス業基本調査により、川崎市のサービス業の状

況を見てみます。ここでの「サービス業」とは、日本標準産業分類（平成14年３

月改訂）の「大分類Ｈ－情報通信業」，「大分類Ｌ－不動産業」，「大分類Ｍ－飲食

店，宿泊業」，「大分類Ｎ－医療，福祉」，「大分類Ｏ－教育，学習支援業」，「大分

類Ｐ－複合サービス事業」及び「大分類Ｑ－サービス業（他に分類されないもの）」

に属する事業所を指しています。

川崎市のサービス業事業所数の全産業に占める割合は、37.2%、サービス業従

業者数の全産業に占める割合は 29.0%です。この割合は15大都市との比較の中で

は低いほうといえます。なお、川崎市の特徴として、サービス業従業者に占める

常用雇用者の割合の高さがあります。川崎市のサービス業従業者の83.0%が常用

雇用者となっており、大都市の中でも2番目の高さです。

同じサービス業基本調査から、サービス業従事者の一人当たり給与支出額を見

ると、川崎市は15大都市の中でも東京についで２番目の高さです。1事業所あた

りの設備投資額も相対的に高い水準にあるといえます。

図表2-28 サービス業の大都市比較（1）

資料：平成16年事業所・企業統計調査およびサービス業基本調査より作成
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次に、全国のサービス業の最近の動向を見てみます。保健・福祉・医療関係事

業、その他サービスなどが大きく伸びる一方で、飲食店、宿泊業、娯楽業などの

減少が見られます。

図表2-29 サービス業の大都市比較（2）

資料：平成16年サービス業基本調査

図表2-30 全国のサービス業の増減状況

資料：平成16年サービス業基本調査

単位:百万円
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（2）推移と現状
これらサービス業の川崎市における最近の動向についてはどうでしょうか。

まず、事業所数、従業者数で多くを占めるのは、「他に分類されないサービス

業」、「飲食店、宿泊業」、「医療、福祉業」、「教育、学習支援業」です。また、

「情報通信業」は事業所数は少ないのですが、1事業所あたりの従業者数の多いの

が特徴です。

1996年、2001年、2006年（平成8年、13年、18年）の事業所統計データから最

近の増減状況を見ると、一貫して大きく伸びているのは「医療、福祉業」です。

「教育、学習支援業」もこれに次いで伸び率の高い業種です。「情報通信業」は

1996（平成8）年から2001（平成13）年にかけて大きく増加しましたが、直近の

数値ではやや減少に転じています。

これらサービス業の区別の状況を見たのが図表2－32です。多くのサービス業

でビジネス機能の集中する川崎区の割合がトップとなっていますが、生活支援系

サービスである医療・福祉や教育・学習支援、複合サービス業などでは中原区、

宮前区、多摩区などの割合が高くなるのが特徴といえます。

図表2-31 川崎市のサービス業の動向

資料：平成16年事業所・企業統計調査およびサービス業基本調査より作成
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また、サービス業は、他の産業と比べ女性の活躍が目立つ産業でもあります。

川崎市のサービス業における女性割合とその変化を見ると、医療・福祉、飲食

店・宿泊業、教育・学習支援業などで女性従業員の割合は5割を超えており、特

に、医療・福祉では女性従業員の実数、増加率とも他の大都市と同様に高くなっ

ています。

サービス業の動向をより詳細に、産業小分類レベルで見てみます。1999（平成

11）年から2004（平成16）年の5年間で、従業者数が30%以上増加し、かつ100人

以上の業種を増加率順に掲載したのが図表2-34です。

法律・特許事務所、映画館、物品預り業、NPO、リース業、獣医業などの都市

型サービス業の伸び率が極めて高くなっています。

図表2-32 川崎市のサービス業の区別状況

数字は川崎市全体に占める割合

資料：平成16年サービス業基本調査

図表2-33 川崎市のサービス業における女性従業員の状況

資料：平成16年サービス業基本調査
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また、絶対数で見ても、増加率の点でも特に目立つのが学術・開発研究機関

（自然科学研究所）です。川崎市には大手電機・電子産業、素材産業などの研究

開発センターが多数立地しており、そのことがこの数値にも現れています。同じ

学術・開発研究機関の従業者数を隣接する横浜市と比較してみると、横浜市の

9,600人に対して、川崎市は12,267人と大きく上回っています。

図表2-34 伸び率の高いサービス業（川崎市・産業小分類）

資料：サービス業基本調査
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（注）なお、ここで引用している数値は、平成16年サービス業基本調査のものであり、平成16年事業所・企業統

計調査結果と同一数値です。

表中の「81 学術・開発研究機関」には、以下の業態が含まれます。

811 自然科学研究所

8111 理学研究所

8112 工学研究所

8113 農学研究所

8114 医学・薬学研究所

812 人文・社会科学研究所

8121 人文・社会科学研究所

図表2-35 学術・開発研究機関従業者数の大都市比較

資料：平成16年サービス業基本調査
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第4節　農業
（1）大都市比較
川崎市における農家の状況を他の大都市と比較してみると、市域の宅地化も進

み総農家数、販売農家数などの指標では下位に位置しています（総農家数は15都

市中13位）。販売農家の内訳は、専業農家が29.0%、兼業農家が71.0%で、東京都

区部とほぼ同様の構成比となっています。

また、農家の規模をあらわす経営耕地面積、1農家あたりの面積は、市域面積

が小さいこともあり、他の大都市と比較して低い水準にあります（経営耕地面積

は15都市中14位）。川崎市の農業は全体的に都市型の小規模農業が多く、兼業農

家が多くなっています。

また、伝統的な地域特産物である多摩川梨の栽培が盛んなことから、川崎市の

樹園地面積は比較的大きいといえ、静岡、横浜に次いで15大都市中3位と上位に

位置しています。

図表2-36 川崎市の農家の状況

資料：2005年農林業センサス

図表2-37 川崎市の農家の経営規模

資料：2005年農林業センサス
（注）経営耕地面積とは、農家が経営する耕地（田、畑、樹園地）の面積をいい、農家が所有している耕地のう

ち貸し付けている耕地と耕作放棄地を除いたものに、借りている耕地を加えたものをいう
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（2）推移と現状
次に、平成17年固定資産概要調書によると、市域の農地面積は693.3ha（市域面

積全体の約5%）です。このうち、市街化区域内農地面積は511.2ha（うち生産緑

地地区内農地316.2ha）、市街化調整区域内農地面積は182.2ha（うち農振農用地

81.4ha）で、農地面積の約73.7％が市街化区域内にあります。

また、2005年農林業センサスによれば、川崎市全体の総農家における経営耕地

面積は503haであり、販売農家における経営耕地面積は415haです。販売農家にお

ける経営耕地面積の田・畑・樹園地の割合は、田が20.89ha（5％）、畑が279.76ha

（67％）、樹園地が113.99ha（28％）となっていますが、1985（昭和60）年に比べ

ると田が74.7％、畑が38.7％、樹園地が48.6％減少しています。

図表2-38 農地の用途指定別面積

資料：平成17年固定資産概要調書

川崎農業振興地域整備計画（平成19年2月改定）

※ 農地面積は、小数点第2位を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

（注）宅地並課税とは、固定資産税のうち土地に関する評価額は売買価額を基準とすることとされていま
すが、農地については特例が認められていて、大都市及びその周辺では宅地と農地間に税の不均衡
が著しくなったため、昭和46年の地方税法改正の際に市街化区域内の農地について、宅地並み課税
の特例が設けられました。

生産緑地地区とは、農業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的に定めら
れた、都市計画の地域地区の一つで、市街化区域内にある500㎡以上の一団の農地等で、一定の条件
を満たしているものを対象に、市町村が都市計画で定めるものです。

農業振興地域とは、都市的土地利用等との調和を図り長期的に農業の振興を促進させることを目的
に、都道府県知事が農業振興地域の整備に関する法律に基づいて指定する地域です。
関係の市町村は農業振興地域整備計画を定めて、農用地区域の設定が行われ、農地転用規制、開発
行為の制限により土地の農業以外の用途への転換が禁止される措置が講じられます。

（「不動産関係の用語集」より）
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また、農家数は、1985（昭和60）年に2,323戸（販売農家1,416戸、自給的農家907

戸）であったものが、2005（平成17）年には1,326戸（販売農家768戸、自給的農家

558戸）にまで減少しており、この20年間で約半減（43％減少）しています。

経営耕地規模別農家数（販売農家）を見てみると、比較的大規模な1ha以上の

農家数は81戸と少ない状況です。

0 （a）�

1985年�

1990年�

1995年�

2000年�

2005年�

20000 40000 60000 80000

2,0892,0892,089 27,976 11,399

2,8012,801 30,504 14,547

4,2034,203

2,801

4,203 32,756 18,447

5,775 41,149 25,035

8,253 45,604 22,161

田� 畑� 樹園地�

図表2-39 販売農家における経営耕地面積の推移

資料：農林業センサス
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図表2-40 農家数の推移

資料：農林業センサス
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（3）区別状況
川崎市内の販売農家における区別状況を見ると、農家戸数の最も多い区は、宮

前区（207戸）であり、次いで、麻生区（192戸）多摩区（184戸）、高津区（125

戸）となっており、これら4区で総農家数の92.2%を占めています。また、農家人

口は、宮前区（1,004人）、次いで麻生区（834人）、多摩区（821人）、高津区（582

人）となっており、川崎市の農業は北西部を中心に展開されていることがわかり

ます。

1985年�

700

600

500

400

300

200

100

0
0.3ha未満�0.3～0.5ha 0.5～1.0ha 1.0～1.5ha 1.5～2.0ha 2.0～3.0ha 3.0～5.0ha 5.0ha以上�

（戸）�
1990年� 1995年� 2000年� 2005年�

図表2-41 経営耕地規模別農家数

資料：農林業センサス

図表2-42 川崎市の農家の区別状況

資料：2005年農林業センサス
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第5節　 建設・不動産業
（1）大都市比較
ここではまず、建設・不動産業の全産業に占める事業所数比率、従業者数比率

を全国の大都市と比較してみます。建設業、不動産業ともに大都市の中ではほぼ

中位に位置しています。

また、川崎市の2004（平成16）年の建設業事業所数は3,810事業所、従業者数は

33,229人でしたので、2006（平成18）年には１割程度減少したことになります。

また、不動産業については同様に3,316事業所、9,562人でしたので、2006（平成

18）年には事業所数が減少し、従業者数は若干増えたことになります。

次に、全国の大都市における建築着工の状況を概観してみます。2005（平成17）

年の建築着工統計によれば、川崎市の建築着工面積は東京都の4分の1程度、15大

都市中第6位となっています。しかし、居住専用住宅についてみると、全棟数に

占める割合は90.3%、全延べ床面積に占める割合は73.9%と大都市の中でもきわめ

て高い比率となっています。

前章で、川崎市の人口増加率、世帯増加率が全国と比べて高い水準にあること

を述べましたが、そのことが居住専用住宅比率の高さに現れているといえます。

なお、現在川崎市内では、武蔵小杉駅周辺、川崎駅周辺などで大規模集合住宅の

建設が進んでおり、居住用住宅の着工数は今後とも伸びていくこと予想されます。

図表2-43 建設・不動産業の大都市比較

資料：平成18年事業所・企業統計調査
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（2）推移と現状
近年の川崎市の着工建築物の床面積の推移をみると、2005（平成17）年に大き

く伸びていることが分かります。これはマンションを中心とする新設住宅の供給

の大きな伸びのほかに、製造業、運輸業、小売業、大学などの設備投資が活発に

なっていることに起因します。

また、川崎市の経済活動に占める建設業、不動産業のウェイトは、名目ベース

でそれぞれ、5.0％、17.8％です。また、建設業、不動産業のいずれも、2003（平

成15）年、2004（平成16）年と続けて生産額の対前年比が上昇しています。

なお、全国の産業別構成比と比較した特化係数では、建設業が0.8と低く、不動

産業が1.5と高くなっています。

図表2-44 川崎市の建築着工状況(大都市との比較)

単位:棟、㎡

資料：平成17年建築動態統計調査

図表2-45 川崎市の建築着工状況(面積:㎡)

資料：建築動態統計調査
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居住用住宅の着工面積は、2004（平成16）年から2005（平成17）年にかけて実

に61%増加しています。下表の区別の状況をみますと、中原区での住宅着工が極

めて高いことがわかります。

図表2-47 経済活動別市内総生産(生産側、名目)

資料：川崎市民経済計算

㎡�

2004

2005年�

図表2-46 川崎市の区別建築着工状況

資料：国土交通省総合政策局建設調査統計課
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図表2-48 経済活動別市内総生産特化係数（生産側、名目）

資料：川崎市民経済計算
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第6節　 金融・保険業
（1）大都市間比較
まず、16大都市間で比較をしてみると川崎市の金融・保険業の事業規模は比較

的小さいことがわかります。

都市別の従業者数全国比をみると、東京都区部が飛びぬけてシェアが大きく、

一極集中していることがわかります。次いで、大阪や名古屋が続きます。川崎は

本社を市内に置く金融機関がわずかであり、この業種での全国シェアは低くなっ

ています

（2）推移と現状
ここではまず、川崎市市民経済計算から、金融・保険業の生産額の推移を見て

みます。最近では2000（平成12）年がボトム、2001（平成13）年から上昇に転じ、

2003（平成15）年以降また減少に転じています。全産業の動きの先行指標的な推

移とも見られます。

なお、事業所数、従業者数は、1996（平成8）年ごろがピークで、それ以降直

近の2006（平成18）年まで減少傾向が続いています。これは、金融機関の合併に

伴う、支店の統合に起因すると考えられます。

図表2-49 金融・保険業の大都市間比較

資料：平成18年事業所・企業統計調査
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図表2-50 市内総生産の推移(生産側、実質)

図表2-51 事業所数の推移

図表2-52 従業者数の推移

資料：川崎市民経済計算

資料：川崎市民経済計算

資料：川崎市民経済計算
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なお、参考までに、金融業の経営状況に密接に関連する市内の倒産状況をみる

と、近年、件数、負債金額ともに減少してきています。これは、景気の回復に起

因すると思われます。

図表2-53 市内倒産件数と負債状況の推移

資料：川崎市経済局
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第7節　 運輸業
（1）大都市比較
まず、運輸に関連する事業所の状況を概観します。16大都市の中で比較すると、

川崎市の運輸関連事業の規模は全体としては中位にあります。

次に、大都市における鉄道乗車人員の状況を見てみます。

東京都区部の乗車人員が年間7,670百万人、これに次いで大阪が1,977百万人、

横浜が1,296百万人、名古屋が715百万人、川崎はこれに次ぐ第５位で466百万人の

乗車人数です。各都市の人口で乗車人員を割り、人口一人当たりの延べ乗車回数

を試算してみると、川崎市は東京都区部、大阪市、横浜市に次いで第４位、351

回という高い数値になります。このことは通勤、通学、買い物、レジャーなどで

東京、横浜などの隣接都市との間に頻繁な行き来があることを表しています。

図表2-54 運輸業事業所数、従業者数の大都市間比較

資料：平成18年　事業所・企業統計調査
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（2）推移と現状
①　鉄道

川崎市内の主要駅の1日平均乗車人員の推移を見ると、川崎駅、武蔵小杉駅、

新川崎駅などでの増加傾向が目立ちます。

（百万人）� （百万人）� （百万人）� （百万人）� （百万人）�

図表2-55 鉄道利用状況(大都市間比較)

資料：平成17年大都市比較統計年表を基に作成

※　四捨五入の関係で合計と内訳は一致しないものがある
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図表2-56 川崎市の鉄道利用状況

資料：平成18年版　川崎市統計データブック

図表2-56-2 主要駅の1日平均乗車人数（平成17年）



85

第２章　　川崎の産業の動向

②貨物輸送

貨物輸送状況については、都道府県別のデータしか入手できませんが、国土交

通省の「貨物地域流動調査」府県相互間輸送トン数表によれば、神奈川県を出発

した貨物の総トン数は2004（平成16）年が264,050千トン、2005（平成17）年が

282,359千トン（全国に占める割合：5.1％）で6.9％の増加、逆に神奈川県に到着

した貨物は2004（平成16）年が279,037千トン、2005（平成17）年が281,818千ト

ン（全国に占める割合：5.0％）で1.0％の増加となっています。

また、2005（平成17）年度の自動車輸送の県別状況を見ると、神奈川県は東京

都に匹敵する高いシェアを占めていることがわかります。このことは普通営業倉

庫の年間入庫高についても言え、全国の8％以上のシェアを占めています。

③川崎港出入貨物

また、川崎港の入港船舶の推移（総トン数）を見ると、外航船舶については上

昇傾向、内向船舶については下落傾向にあります。海上出入貨物の年次推移を見

ると、輸出はやや増えているものの、総量は下降傾向にあります。

図表2-57 東京都、神奈川県の自動車輸送量と倉庫入庫高

資料：国土交通省総合政策局情報管理部　総合政策局貨物流通施設課
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また、輸出入、移出入貨物の内訳を見ると、輸出では完成自動車が44.5%を占

めるのに対して、移出では石油製品、重油の比率が高くなっています。輸入では

原油、LNG（液化天然ガス）の比率が高く、移入では石油製品、砂利・砂の比率

が高くなっています。

総じて、原材料を迎え入れ、加工品、完成品を送り出す構造になっているとい

えます。
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図表2-58 川崎港全体入港船舶年次推移グラフ（総トン数単位）

図表2-59 川崎港全体海上出入貨物年次推移グラフ

資料：「港湾統計情報」（川崎市港湾局）

資料：「港湾統計情報」（川崎市港湾局）
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（単位：トン）�

図表2-60 平成18年主要品種別取扱貨物グラフ

資料：「港湾統計情報」（川崎市港湾局）
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第３章　　川崎の産業への視点

第1節　高い研究開発機能を有する産業都市へ

1889（明治22）年に誕生した川崎町が1924（大正13）年に市制に移行し川崎市

が誕生しました。市制移行時に5万人であった人口も、現在137万人を超えていま

す（2008（平成20）年1月1日現在）。

戦前戦後を通して、川崎市は工業都市として発展してきました。我が国有数の

工業地帯である京浜工業地帯の中核であり、臨海部の鉄鋼、石油化学をはじめ、

内陸部の電機、情報通信などの多くの企業が立地してきました。特に、戦後の高

度経済成長期には、日本の製造業の心臓部として経済成長を牽引しました。

1974（昭和49）年の石油危機を契機とする戦後最大の不況期まで、川崎市製造

業の事業所数、従業者数、製造品出荷額等ともにほぼ一直線に伸び続けました。

事業所数は1955（昭和30）年に767だったのが、1960（昭和35）年に1,524と２倍

に増加、1969（昭和44）年に4,000を超え、1975（昭和50）年に5,000程度のピー

クをむかえます。従業者数も、1955（昭和30）年に約8万人だったのが、1960

（昭和35）年には倍増して約17万人、1963（昭和38）年には20万人を超え、1969

（昭和44）年にピークである22.5万人に達します。製造品出荷額等は1955（昭和30）

年以降、1974（昭和49）年まで文字通り青天井で伸び、1964（昭和39）年に１兆

円、1970（昭和45）年に２兆円、1974（昭和49）年には3.6兆円に達しました（ピ

ークは1984（昭和59）年の6.8兆円）。

ところが、工場制限三法（108ページ参照）の影響で大工場の地方分散、また

1980年代からのグローバリゼーションの進展や1985（昭和60）年からのプラザ合

意を背景にした円高の推移による大工場の海外移転の加速は、大工場を中心に形

成されてきた系列構造を激変させ、さらに1990（平成2）年に入り、バブルが崩

壊して平成不況に入ります。

そして、この時期に産業構造も大きく変化し、全就業者数の63.4％（昭和35年

事業所統計調査）が製造業を占めていた川崎市においてもサービス産業の比率が

都　市　の　特　色　①

○川崎市は長らく我が国有数の工業都市として発展してきましたが、大工場の地方移転、海外移転など

の影響もあり、産業構造のサービス化と工場生産機能からの研究開発機能への転換が進んでいます。

○しかし、日本の大都市の中では依然として製造業比率が高く、また、市内には多くの研究開発拠点が立

地することからグローバル経済の中での世界の研究開発拠点としての役割を担いつつあります。

○特に、研究開発機関従事者の割合や企業内研究開発の市内総生産に占める割合は国内でトップ水準で

あり、このような強みを生かした都市づくりが望まれます。
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年々上昇していき、1991（平成3）年から2001（平成13）年の間に製造業におけ

る事業所数で27％減、就業者数で47％減となっています。

しかしながら、川崎市における製造業（第二次産業）の衰退は、単なる製造業

の空洞化であったわけではなく、工場の生産機能から研究開発機能への転化を内

包していたという分析があります。その最も大きな要因は、市の事業所統計の中

で大きな位置を占めてきた製造業における電機機械が、学術・開発研究機関に機

能転換したことがあげられます。

しかも、川崎市は大都市中なお製造業の対市内総生産比が高く、一人当たりの製造品

出荷額等もトップクラスの都市でありつづけています。国際的分業の中で、川崎市の生

産機能が研究開発機能に転換してきましたが、さらにここから製造業と研究開発機能が

融合した川崎市のイノベーションスタイルがはじまることが期待されます。

現在、市内には情報通信分野の大企業、先端技術産業、研究開発機関が200以

上立地し（注）、研究機関従事者比率も大都市の中でトップとなっています。その分

野は、IT・環境・エネルギー・ライフサイエンスなど広範囲なものです。それを

支えるように、KSP（かながわサイエンスパーク）、新川崎・創造のもり（慶應

義塾大学K2タウンキャンパス、KBIC）、THINK（テクノハブイノベーション川

崎）などの研究開発拠点の形成も進み、市北部地域にはマイコンシティへの多く

の開発型企業の集積など、研究開発都市として発展をしています。

研究開発機能が集積することで、産学連携や企業間連携など産業全体で成果を

生かし、企業R&D部門、大学などに蓄積された知識・技術・人材を持ち寄り、新

製品や新技術を創出する仕組みが生み出されていくことが大切です。

また、今後は益々、世界を視野に入れた広域の視点で産業を考えていくことが

求められます。研究開発機能の集積も、グローバルな中で首都圏を中心に進展し

ているといえます。川崎市の産業集積の特徴のひとつは、研究開発機関従事者比

率が特に高いという点であり、2004（平成16）年の事業所・企業統計調査による

と、川崎市の全事業所の従業員中で「学術・開発研究機関」従事者割合が2.74%

となっています（東京都区部:0.34%、横浜市:0.81%）。この研究開発機能の高度な

集積という川崎市の優位性を活かしながら、グローバルな競争力を維持、発展さ

せる仕組みが求められています。

（注）「川崎市イノベーション状況基礎調査」（2007（平成19））では225の研究開発機関がカウントされています。
この調査での研究開発機関の定義は「研究機関とは、自然科学に関する「研究業務」を行っている民間企業、大
学等（附属研究所を含む。）、国・公・民営の機関、公益法人などをいいます。また民間企業等においては、研
究・開発を通常行っている機関」を含むとされ、「①事業所全体として研究・開発を専門に行っている。②研究
部門で行っている。③研究部門はないが専門の研究者・技術者が担っている。④研究は委託で行っている。」の
いずれかに該当することを件数要件としています。ちなみに、「事業所・企業統計調査」における「学術・開発
研究機関」数は52事業所（2004（平成16）年）となっています。
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図表3-1  市民経済計算における製造業比率の低下とサービス産業比率の増加

資料：2004（平成16）年市民経済計算

図表3-2 市内総生産に対する製造業、サービス業の比率(大都市比較)

資料:平成17年大都市比較統計年表
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また、川崎市は学術・開発研究機関従事者比率が高いだけでなく、企業内研究

開発比率の市内（国内）総生産に占める割合も全国に比してきわめて高くなって

います。

図表3-3 情報サービス業、学術・開発研究機関従事者割合（大都市比較）

資料：総務省統計局「平成16年事業所企業統計調査報告」

図表3-4  企業内研究開発の市内（国内）総生産に占める割合（単位:%）

資料:川崎市イノベーション状況基礎調査
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図表3-5 広域的に見た調査・学術研究機関従業者比率

資料：専修大学都市政策研究センター論文集　第２号(平成12年国勢調査を基に作成)

図表3-5 広域的に見た調査・学術研究機関従業者比率

調査・学術研究機関従業者比率が５％を超えているのは幸、中原、品川

の３区のみである。

特に学術研究機関従業者に限ってみると中原区は突出して多く（6,285人）、

２位の川崎区（1,775人）を大きく引き離している。これは、工場の跡地を

利用した大企業の研究所が中原区に集中していることによるものと推察さ

れる。 （専修大学ORC論文集　定国論文より）

ものづくり工場の機能転換

(1991（平成3）年から2004（平成16）年にかけて激減した)電気機械等の

大手事業所は、どこに行ったのか。事業所・企業統計調査によれば、2004

（平成16）年の川崎市の事業所のうち、従業者「300人以上」の大規模事業

所は108、従業者数は79,928人であるが、このうち製造業が事業所36、従業

者30,560人で最も多い。しかし、情報サービス業が事業所17、従業者15,187

人、学術・研究開発機関が事業所７、従業者10,921人を数える。1991（平成

3）年と比べると、明らかに、20世紀末の時点で、電気機械の大規模事業所

（富士通、東芝、ＮＥＣ等）は、大規模ものづくり工場から大規模の先端研

究開発機関・研究所や情報開発・サービスに大転換したのである。まさに、

分厚い機械系製造業の集積を誇った川崎ならではの産業構造転換である。

｢川崎都市白書｣原田誠司論文より
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全国の都市の中で、人口100万人以上で、R&D機能を持ち、交通網にも恵まれ、

エッジシティ（他の大都市への隣接）の強みを持っているのは川崎の特色です。

このような地理的、経済的、産業構造的特性を生かした都市づくりを考えていく

必要があるといえます。

図表3-6 川崎市のサイエンスパーク、大学、研究機関等の立地

資料：川崎市『川崎市科学技術振興指針』（平成17年3月）を参考に作成

東京、横浜からのストロー効果を跳ね返す力強い都市

川崎市は地理的に東京都と横浜市の間にいわばサンドイッチ状態に位置

している。都市間競争は一種の綱引きのようなもので、そこに規模の優位

性が働く側面がある。東京都から見ればエッジにある川崎市が、最も厳し

い綱引き関係の位置にありながら、他地域における大都市とそれに経済的

に従属した衛星都市の関係にならないのは、それだけ強い独立性・自律性、

システムの頑健さの証左であるといえる。

通常、東京都に隣接し、かつ人口規模で約6倍、生産規模で4倍の格差が

ある場合、相対的に小規模な地域は、もの・人の流れが大規模な地域に支

配され、ストロー効果により事実上独立性を失う可能性が高くなる。多く

の単純なベッドタウンに見られるケースである。しかし川崎がより規模に

優る東京都と横浜市の狭間でも強い独立性を有し、成長しつづけているこ

とは、事実上両都市のストロー効果を跳ね返していると見ることができる。

川崎都市白書　徳田論文より
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第2節　産業都市でありベッドタウンである川崎

川崎市域は臨海部から内陸部に細長い地形をしています。そして、東京から延

びる主要幹線道路や鉄道は川崎市を横断し、東京や横浜へのアクセスの良さは抜

群です。それが市域の一体的形成を困難なものにしているともいわれています。

実際に、川崎市内の移動時間を考えると、東京方面へ移動した方が早いことがあ

ります。登戸駅から川崎駅までJR南武線で28分かかりますが、新宿まで小田急線

の急行で19分で行くことができます。また、武蔵小杉駅から川崎駅まで移動する

のにJR南武線で12分ですが、ほぼ同じ時間で、東急東横線で渋谷まで行くことが

できます。

このような、都心へのアクセスが非常によい地理的環境は、さまざまな面で川

崎の都市としての特色を条件づけており、就労人口65万人のうち実に半数以上の

38万人が市外通勤（うち26万人が東京へ）となっています。また、消費者行動を

見ても、日常品は近くの小売店に足を運ぶが、高額な商品は東京方面に買いにい

くというスタイルが一般的になっています。

川崎市は工業都市として発展してきましたが、高度経済成長期から東京のベッ

ドタウンとしての性格を併せ持ってきました。過去の人口の増加を見ると、1950

年代に50万人であった人口も、1973（昭和48）年には100万人を突破しています

が、その主な人口増加地域は市北西部の宅地化が進んだ地域でした。そして現在、

大都市の中で最も昼夜間人口比率が87.1（平成17年国勢調査）と低い都市、つま

りベッドタウンが進んだ都市となっています。特に北西部の昼間人口比率は低く、

宮前区70.1、多摩区75.5、麻生区74.6となっており、川崎区だけが126.7と昼間人口

の方が多い地区となっています。

都　市　の　特　色　②

○川崎市は地理的、地形的、交通的な諸要因から、首都圏における産業都市であると同時に、東京と横

浜にはさまれたベッドタウンとして発展してきました。

○ベッドタウンとしての特性は特に北西部の宮前区、多摩区、麻生区などに強く現れています。
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資料：国勢調査

図表3-7 川崎市の昼夜間人口の推移

図表3-8 区別の昼夜間人口

図表3-9  常住地による従業地別15歳以上就業者数の推移

資料：平成17年国勢調査

資料：国勢調査
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このように、川崎市は首都圏に位置し臨海部や内陸部に産業が集積する一方、

東京のベッドタウンとしても発展してきたことが大きな特徴です。川崎市の歴史

的・地理的特性を背景に都市としての性格を考えたときに、さまざまな統計上の

特殊性も浮かび上がってきます。たとえば、人口増加率と市内総生産増加率の関

係について興味深い分析があります。川崎市は人口が伸びているにもかかわらず

市内総生産の増加率が他の大都市に比べて小さいという特異な性格を持っている

図表3-10 東京都区部、横浜市、川崎市間での人口流動

新宿駅から24分�

京王線�

図表3-11 川崎市の利便性

資料：平成17年国勢調査
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都市であるということです。もちろん、首都圏における流動性の高い都市では、

基本的に人口と市内総生産との因果関係はあまり問題とならないのですが、それ

を前提としても、相関関係についての特性が認められます。これは、近年の川崎

市における人口増加の多くが、東京、横浜などの隣接都市で就業する人口であり、

市内生産増加にあまり寄与していないことが原因と推察されます。

図表3-12 人口増加率と市内総生産増加率の相関(1990（平成2）～2003（平成15）年度)

横軸: （国内総生産増加率）－（各都市の市内総生増加率）

縦軸: （全国の人口増加率）－（各都市の人口増加率）

政令指定都市の中での川崎市の特異な位置

第１に、政令指定都市が、成長都市と停滞都市とへ2極分化していることが

わかる。すなわち、人口増加率も実質成長率も全国を上回る都市を仮に＜成

長都市＞とすると、札幌、仙台、福岡の「地方にあり、比較的新しく指定さ

れた政令指定都市」と、横浜、千葉の「東京圏にある政令指定都市」がこれ

にあたる。また、人口増加率も実質成長率も全国を下回る都市を仮に＜停滞

都市＞とすると、名古屋、神戸、大阪、京都、北九州の「古参の政令指定都

市」がこれにあたる。なお、仙台、川崎、広島はどちらにも属さない。

第２に、川崎市のみが、この相関関係からかなり大きく乖離しているこ

とが目視できる。これは、12データの相関係数をとると0.69だが、川崎市を

除いた11データでとると0.83と上昇することによって裏付けられる。他都市

にみられる人口増加率と成長率の相関関係から大きく外れているという意

味で、特異な動きをしていることがわかる。

「川崎都市白書」田中論文より
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また、川崎市の市民税の税収構造を地区別に見ていくと、事業所の多い川崎区、

高津区、幸区などでは法人市民税の割合が5割を超えるのに対し、北西部の宮前

区、多摩区、麻生区などでは個人市民税の割合が圧倒的に多く8割を占めていま

す。これも、臨海部を中心に事業所集積が進むと同時に、北西部ではベッドタウ

ン化が進んだ川崎市のひとつの特性を示すものといえます。

さらに、川崎市の北部と南部の有効求人倍率についてもデータ上大きな違いがあ

ります。有効求人倍率とは、各地域を所管する職業安定所で受け付けた求職申し込

み件数に対する各地域の求人数の割合をいいますが、これが、南部を管轄する川崎

職安では1.44である一方、北部を管轄する川崎北職安では0.64と低くなっています。

しかし、北部地域の有効求人倍率の低さは、ベットタウン特有の傾向であるため、

必ずしも地域住民の雇用状況が悪いことを意味しません。実際に北西部の住民の多

くが東京に通勤しており、平成17年の国政調査結果を見ても北西部（宮前区、多摩

区、麻生区）の失業率は南部（川崎区、幸区）より低くなっています。

このように、川崎市の統計データには特徴のあるいくつかの傾向がありますが、

それは川崎市の都市構造の特色を強く反映しているといえます。

図表3-13 区別の税収構造

 平成16年度平均 1.14 0.50 0.72 0.83�

 平成17年度平均 1.56 0.61 0.93 1.04�

 平成18年度平均 1.62 0.62 0.92 1.02�

 平成19年9月 1.38 0.59 0.82 0.97�

 10月 1.33 0.58 0.80 0.96�

 11月 1.33 0.60 0.82 0.94�

 12月 1.44 0.59 0.84 0.92�

 平成20年1月 1.45 0.60 0.85 0.93�

 2月 1.44 0.64 0.89 0.92

有効求人倍率�
川 崎� 川崎北� 川崎計� 県�

図表3-14 地区別の有効求人倍率

資料：かわさき労働情報
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第3節　優秀な産業人材をひきつける都市づくり

地域経済の発展のためには、地域の競争力を強化するイノベーション環境の整

備に加え、都市のアメニティの向上、市民生活のニーズの充足が必要となります。

この両者がバランス良く地域社会に存在することが優秀な人材をひきつけ、活力

ある地域経済の実現につながります。

全国で少子化による人口減少が進む中、川崎市は再開発（武蔵小杉）やマンショ

ンの立地が進み今後も人口増加が続いていくことが見込まれます。全国で人口減少

が叫ばれる中、川崎市の人口予想では、現在の136万人が2025（平成37）年に146.6

万人となる見込みです。2000（平成12）年と2005（平成17）年を比較した場合の人

口増加率は大都市中第2位です。（大都市比較統計年表／平成17年）。

人口の転出率は高いのですが、それを上回る転入率により、出入りが多いなが

らも、社会増加数が高くなっています。

年齢階級別に2006（平成18）年の社会動態と比較すると、ほとんどすべての年

齢階級において転入者が増加しており転入超過数が最も多い階級は「20～24歳」

で、次に「25～29歳」となっており、20代の転入超過が目立ちます。

そのような中で、大都市中、川崎市民の平均年齢は最も若く（40.3歳）、65歳以

上の人口構成比も14.6％と最も低くなっています（大都市比較統計年表／平成17

年）。川崎市は他の大都市と比べて若々しい都市であるといえます。

都　市　の　特　色　③

○川崎市は大都市の中で、平均年齢が最も若く、ほとんど全ての年齢階層で転入超過がみられる元気都

市です。他方で、全国的な傾向である若年層の有業者率の低下は本市でも見られ、団塊の世代などか

らの技能を継承する都市型産業人材の育成が課題となっています。

○また、産業政策が都市政策と密接不可分の今日においては、優秀な産業人材をひきつけるためには快

適な居住環境の整備などアメニティの向上も求められています。
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1,008 ,130
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707,256
2,171 ,557
1,467 ,785
2,598 ,774
1,493 ,398
1,126 ,239
1,011 ,471
1,341 ,470

1,880 ,863
1,025 ,098
1,176 ,314
924,319
8,489 ,653
1,327 ,011
3,579 ,628
700,886
2,215 ,062
1,474 ,811
2,628 ,811
1,525 ,393
1,154 ,391
993,525
1,401 ,279

図表3-15 人口動態、人口構造の都市間比較

資料：国勢調査

1983年�1985年�1987年�1989年�1991年�1993年�1995年�1997年�1999年�2001年�2003年�2005年�2007年�

図表3-16 川崎市の人口動態

資料:人口動態統計
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また、全国と比較して、川崎市は生産年齢人口の割合の高さが特徴です。

川崎市では労働力率（15歳以上人口に占める労働力人口の割合）が全国と比べ

高く、特に女性の労働力率が年々高まってきています。

若年層に注目した場合、日本全体に目を向けると雇用形態の変化の中で、非正

規雇用者やフリーター、ニートの増加が生じ、産業間での労働の流動化を柔軟に

する側面があるとともに、若年層の技能・知識の蓄積がなされず、技能承継の希

薄化による将来に向けての産業全体の競争力の低下も懸念されるところです。本

市においても、20～24歳の若者の有業率は1992（平成4）年から2002（平成14）

年までの10年間で10％以上低下しています。

また、本市のシニア世代の増加率も高くなっており、2007（平成19）年からの

5年間で約7～8万人が定年退職を迎えることが予想されます。シニア世代の豊富

図表3-17 年齢階級別社会動態(平成18～19年)

資料:人口動態統計

1985年�1950年�1955年�1960年�1965年�1970年�1975年�1980年� 1990年�1995年�2000年�2005年� 1985年�1950年�1955年�1960年�1965年�1970年�1975年�1980年� 1990年�1995年�2000年�2005年�

図表3-18 全国、川崎市の労働力率の推移

資料：国勢調査
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な経験・知識・能力が地域経済の発展に活かされるようなつながりも大切です。

シニア世代や女性、次世代を担う若年層をはじめとして、地域経済の活力を支え

る多様な産業人材を育成し活用していくことが重要な課題となっています。

一般的に、人材育成を組織的にやっている企業は成長力が高いといわれていま

す。これからはそのような人材育成を中小企業でも出来るような仕組み、団塊の

世代の技能継承についての仕組みも必要となってきます。

人材の定着率を考えた場合、交通の利便性により川崎市に転入してきた後に川

崎市に定住してもらうためには、働く意欲を持った人々が市内で快適に暮らせる

環境整備が必要です。ちなみに、川崎市の持ち家率は、大都市の中では低い

45.2%であり、東京都とほぼ同水準となっています。

（%）

産業政策を検討する際には都市政策と一体となって検討する時代になりました

が、クリエイティブな要素や環境・安全による付加価値が都市の魅力をつくり、

人材をひきつけ、産業の活性化への原動力となっていくグッドサイクルが大切で

す。東京都と横浜市の両大都市にはさまれていても従属型の衛星都市とはならず、

逆に優位性を獲得するための川崎市の魅力を高めていくことが大切です。産業人

材の育成について考える際は、居住環境がビジネス・コミュニティとリンクして

いるのだということを念頭に置く必要がありますが、市民コミュニティを強固に

する施策がクリエイティブな中核世代を育成することにつながります。近年益々

居住環境や知的風土が重視されてきており、産業政策と良好なコミュニティの形

成施策がセットで推進される必要があります。

図表3-19 持ち家率の大都市比較
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良好な居住環境の整備が今後の課題

専修大学が川崎市民を対象に行ったインターネット調査によると、市民が

川崎市を居住地として選んだのは、通勤・通学の便や、不動産物件の手頃さ、

生活利便性などが多く、住環境、コミュニティ活動、行政サービスなどにつ

いての評価はあまり高くありません。

良好な居住環境の整備はこれからの川崎市にとって重要な課題といえます。

図表3-20 川崎市を居住地として選択した理由(複数回答)

資料：専修大学ORC川崎市民WEB調査（2007（平成19）年実施）結果より
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図表3-21 川崎市に対する評価

資料：専修大学ORC川崎市民WEB調査（2007（平成19）年実施）結果より
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第4節　川崎の企業立地の動向

川崎における近代的な工業の発祥は、日露戦争後の1906（明治39）年に現在の

川崎駅近くの多摩川沿いに横浜精糖株式会社（後の明治精糖株式会社、大日本精

糖株式会社）が立地したことからはじまったといわれています。東京電気株式会

社（後の株式会社東芝本社、東芝堀川町工場）、鈴木商店川崎工場（味の素株式

会社）など大工場が次々に立地しました。

しかし、「もはや戦後ではない」といわれた1955（昭和30）年に始まる急速な高

度成長は、東京等大都市の過密集積－地方の過疎問題を表面化させました。工業等

制限法と工場立地法が公布1959（昭和34）年され、大都市既成市街地への人口・産

業の過集中防止と計画的市街地整備を図るため、大学及び工場の拡大制限（新増設

500㎡上限）と緑地率指定など工場環境整備基準の強化が図られます。川崎市は

1965（昭和40）年に対象地域に指定されます。さらに、1972（昭和47）年には大都

市部から地方への工場移転を目的にした工業再配置促進法が制定され、川崎市は移

転促進地域に指定されました。こうした工場制限三法の適用により（注）、川崎市工

業の規模拡大はほぼ不可能になり、大工場の市外移転を促進しました。1969（昭和

44）年の東京製鋼の茨城県への移転を契機に、ローカリゼーション＝生産機能の地

方分散が始まりました。1990年代初頭までの移転工場数は56（敷地面積１ha以上）、

移転面積は約261haにものぼります。移転先としては主に茨城県、神奈川県内陸部

などの関東圏が選択されました。また、成長する中小企業は市内での用地拡大が困

難になり、中小規模工場の市外移転もかなりの数にのぼりました。

このような中で、1970年代後半は特に多くの工場が地方へ移転しましたが、移転後

の工場跡地は商業施設、団地・マンション、学校などに転換しました。JR川崎駅東口

の商業集積も、かながわサイエンスパーク（KSP）も大規模工場の跡地に建ちました。

このような厳しい状況の中においても、産業の競争力強化を維持するために、活

力ある産業集積の形成が進んできました。

また、1980（昭和55）年代以降の産業のグローバル化に伴い、日本企業における生

産工場の海外移転が進みましたが、市内の工場においては例えば、大手企業のサント

工　業　①

○1959（昭和34）年の工業等制限法と工場立地法公布以降、川崎から地方圏への工場移転が急速に進み

ました。移転後の跡地の一部は商業施設、団地・マンション、学校などに転換しましたが、他方で企

業の中核的研究開発拠点に転換した事例も多く見られます。

○川崎市では現在、先端産業の創出支援や中堅・中小製造業の立地誘導を進めています。

（注） 工場等制限法（平成14年廃止・「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」及び「近畿圏の既成都市区域に
おける工場等の制限に関する法律」の略称）・工場再配置促進法（平成18年廃止）・工場立地法（平成9年一部改正）の総称
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リー、NEC、富士通、キヤノン等、生産機能から研究開発機能への転換が進みました。

また、IBM、デル、商業系ではトイザらスなどの外資系企業の立地もありました。

最近は、東芝堀川町工場はラゾーナ川崎プラザ（大型商業施設）に転換したほ

か、マイコンシティにキヤノンアネルバ、新川崎地区にパイオニア、東芝柳町工

場跡地にキヤノンが立地しました。

このように、本市には企業R&D部門を中心に研究開発機関が多数立地しており、

こうした産業資源を活かし産業競争力のある地域を形成していくため、さらなる研究

開発機能の集積や関連企業の誘致を推進していくことが必要です。首都圏における地

理的優位性や羽田空港に隣接する強みを活かして、さらなる世界におけるイノベーシ

ョンセンターの形成をめざし、川崎市では、2008（平成20）年度から臨海部における

環境、エネルギー、ライフサイエンス分野の企業進出を支援する「先端産業創出支援

制度（イノベート川崎）」を創設します。新川崎地区では自然科学系の研究機関や高

度な技術力をもつ中堅・中小製造業の立地誘導を進めるなどの取組を進めています。

ちなみに、デルは日本国内の拠点として川崎市を選択した理由として、次の4

点をあげています。①川崎市の積極的なPR活動、②立地条件（東京と横浜に隣

接）、③多くの面で優れている入居ビルの環境及び設備、④条件を満たしつつ他

都市に比べ優位なコスト面

19 6 9年～1 9 7 4年�

移　転　年� 移　転　先�区�
川崎区�
幸区�
中原区�
高津区�
宮前区�
多摩区�
麻生区�
計�

8�
2�
�
�
�
�
�
10

4 7 4 , 8 7 7�
1 6 7 , 0 8 1�

�
�
�
�
�

6 4 1 , 9 5 8

千葉県、宮城県、市内集約�
茨城県、伊勢原市�

川崎区�
幸区�
中原区�
高津区�
宮前区�
多摩区�
麻生区�
計�

8�
2�
1�
4�
�
2�
�
17

6 3 3 , 3 0 6�
1 2 , 3 7 2�
1 8 , 6 9 7�
1 2 9 , 5 5 7�

�
2 3 , 7 1 8�

�
8 1 7 , 6 5 0

新潟県、茨城県、千葉県、市内�
寒川町�
�
横浜市�

川崎区�
幸区�
中原区�
高津区�
宮前区�
多摩区�
麻生区�
計�

5�
3�
2�
3�
�
1�
�
14

1 5 7 , 4 5 3�
2 0 8 , 1 5 2�
4 5 , 2 7 1�
5 4 , 7 9 6�

�
3 7 , 1 5�

�
5 0 2 , 8 3 7

埼玉県、茨城県、市内�
千葉県、海老名市�
群馬県、千葉県�
座間市、栃木県�
�
山梨県�

川崎区�
幸区�
中原区�
高津区�
宮前区�
多摩区�
麻生区�
計�

2�
�
1�
5�
�
�
�
8

3 7 , 0 8 8�
�

1 0 0 , 0 2 6�
1 5 9 , 7 3 6�

�
�
�

2 9 6 , 8 5 0

千葉県、藤沢市�
�
藤沢市�
千葉県、津久井郡、茨城県、山梨県�

川崎区�
幸区�
中原区�
高津区�
宮前区�
多摩区�
麻生区�
計�

4�
2�
�
�
�
1�
�
7�

56

2 7 0 , 6 8 4�
6 7 , 1 2 4�

�
�
�

1 4 , 9 0 0�
�

3 5 2 , 7 0 8�

2 , 6 1 2 , 0 0 3

千葉県、藤沢市�
�
藤沢市�
千葉県、津久井郡、茨城県、山梨県�

移転工場数�移転面積（㎡）�

1 9 7 5年～1 9 7 9年�

1 9 8 0年～1 9 8 4年�

1 9 8 5年～1 9 8 9年�

1 9 9 0年～�

総　　計�

図表3-22 年代別に見た川崎市内からの移転工場数・面積

資料：川崎市経済局
出典：「かわさき21産業戦略アクションプログラム」1997（平成9）年発行
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NEC

図表3-23 川崎市に立地する世界的企業

図表3-24 川崎市への研究開発機能進出の動き
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専修大学が行った市内企業調査等から市内企業の研究開発拠点化に関して次の

ようなことが指摘できます。

しかしながら、製造業の知識産業化、研究開発拠点化を一層推進していくため

には、まだ残された課題もあります。専修大学が川崎市内に立地する製造業等を

対象に行った調査によれば、多くの企業は川崎での事業展開メリットとして、立

地優位性や部品調達利便性をあげており、高度人材や知的インフラをメリットと

してあげる企業はまだ少ないのが現実です。この種のアンケート調査では、一般

的に高度人材や知的インフラの充足度は低く出る傾向があるものの、将来の研究

開発拠点都市の担い手の育成が望まれます。そして、そのためには、多くの研究

所間の横の連携や居住環境の質の向上が求められます。

すでに川崎市では「かわさき科学技術サロン」（注）を発足させ、企業の高度研究

開発人材の横のつながりの場を広げようとしています。

● 生産拠点がR&D拠点へと転換する中で、グループ的なつながりも変化してきている。

大企業は生産的ネットワークから研究開発的ネットワークへと力点を移した。

● 現状では電機産業のR&D業務は垂直的な発注関係。今後、水平的な発注=外注が生まれ

るかどうかが川崎市製造業の活性化のポイントとなる。

● これらの部門機能は地元の情報サービス業やマーケティングなどの企業にも参画する余

地はあるはず。キヤノン、NEC、富士通などで共有できるものは何かと考えると、技

術的な知財ではなく、サービス・マネジメントになろう。その領域であれば、中小も含

めていろいろな業種が入れる余地がある。サービスエンジニアリング機能は（中小企業

の）新たな市場となってくると思われる。

● 研究部門は長期的に付加価値を生み出しづらい部門なので最も地価の高い都内には置け

ない。研究部門は、本社と同じところに立地する必要はないが、本社の監視下にある必

要がある。人的交流が不可欠であるということで、隣接の川崎ということになる(交通

優位性)。

● 川崎における企業集積を産業クラスターという言葉で捉えるよりは企業コミュニティと

いったほうがわかりやすい。ネットワークを強めることで企業間連携が生じ、研究開発

プロセスにおけるさまざまな隘路を越えることが出来る。

専修大学ORC調査結果より

（注）かわさき科学技術サロン

川崎市内には科学技術に関連する研究開発機関の立地が多く、市域で活動している多数の第一線の研究者・技術
者が交流することができる場の形成が求められていることから、川崎発のイノベーションを活性化する知の交流
拠点を形成していくため、様々な組織に所属する分野の異なる研究者・技術者が互いの顔の見える交流や知的刺
激を得られる場を提供する目的で設置された。
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図表3-25 川崎市で事業展開するメリット(複数回答)

図表3-26 川崎市で事業展開する上で不足と感じるもの(複数回答)

資料：専修大学ORC調査より

資料：専修大学ORC調査より
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第5節　臨海部工業の底力ー高い環境技術と高付加価値

臨海部とは、産業道路（首都高横羽線）から海側の約2,800haにわたる工業地帯

です。1913（大正2）年に始まった浅野総一郎の臨海部の埋め立てによる工業地

帯の拡大は1935（昭和10）年まで続きました。その後の埋立て事業により、水江

町（1941（昭和16）年）、千鳥町（1953（昭和28）年）、浮島町（1963（昭和38）

年）と進みました。

京浜工業地帯形成期には、日本鋼管株式会社（後のJFEスチール）など大工場が

立地し、また、現在の名称でYAKIN川崎、三菱化工機、プレス工業、いすゞ自動

車（後に閉鎖）と立地が進みました。このような中で、臨海部には、鉄鋼などの素

材系の重工業や、石油・石油化学コンビナートの一大拠点が形成されました。

一方、臨海部における工業集積の急激な拡大は、工場煙害など公害を発生させ

ました。川崎市は、1960（昭和35）年に旧公害防止条例を制定し、全国に先駆け

て公害発生源対策を講じました。しかしこの年は、皮肉なことに川崎が誇る石油

化学コンビナートが完成した年でもあり、1960年代はさらなる工業集積が拡大し、

光化学スモッグの発生が日常となります。川崎市は発生源対策をさらに強化し、

1970（昭和45）年には「大気汚染防止に関する協定」を臨海部立地企業と締結し、

1972（昭和47）年には川崎市公害防止条例を制定し、国の基準よりも厳しい環境

目標値や排出基準を設定するとともに、総量規制という新しい方式を導入するな

ど先進的な公害対策を実施しました。こうした行政による法的規制措置により、

1970年代末には公害発生防止に成果がでてきました。

また、近年における新たな課題としては、産業転換による遊休地の増大などが

ありましたが、1990年代に拡大した遊休地も減少し、新たなコンビナートの競争

力強化、環境産業の振興という視点からのエココンビナート化、世界トップレベ

ルのエネルギー効率化の取組みにより、臨海部再生の動きが活発化しています。

工　業　②

○今なお製造品出荷額等の中心を担う臨海部（石油・化学）は、かつての公害や近年の産業グローバリ

ゼーションの中で、一時生産機能の空洞化が危ぶまれましたが、最近は遊休地も減少し、コンビナー

トの効率化や環境配慮などの取組みが進んでいます。

○川崎市の持つ環境技術、公害防止技術は世界的にもトップクラスのものであり、これらを生かした臨

海部の再編が進みつつあります。
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図表3-27 京浜臨海部の遊休地の推移

単位：ha

資料:京浜臨海部再編整備協議会

図表3-28 川崎臨海部地域の埋立地形成と企業立地状況
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資料：専修大学「川崎都市白書」福島論文
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臨海部は、現在においても、川崎の工業の中心を担っています。市内の事業所

数・従業者数からみると、内陸部の電気機械や情報機器の占める割合が大きくなっ

ていますが、製造品出荷額等からみると、臨海部における石油（30.4％）、化学

（23.9％）が全体の半分以上を占め、さらに、臨海部の鉄鋼（12.8％）が続いていま

す。その結果として、製造品出荷額等の約77％を臨海部の位置する川崎区が占めて

います。依然として臨海部は、川崎市の製造業にとって大きな役割を担っています。

図表3-29 川崎市製造業出荷額の業種別内訳(平成17年)

資料：専修大学「川崎都市白書」福島論文

資料：工業統計調査
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臨海部のトピックスとしてあげられるのが、環境問題への取組みです。臨海部は、

京浜工業地帯の中核として日本の産業を支えるとともに、公害防止に努力してきた

経緯から、環境関連技術を有する企業が多数立地しています。また近年は、地球温

暖化等地球規模で環境問題が深刻化する中、エココンビナート化を進めるとともに、

環境技術の海外移転をするなど国際貢献の拠点としても期待されています。

エココンビナートの取組みについて、現在、川崎市では国際環境特別区構想の

もと（注）、環境負荷要因の削減、資源循環と企業の排熱など未利用エネルギーの活

用に加え、操業環境の向上もめざした工業地帯の形成に向けて取組みを進めてい

ます。

資源循環の取組みとしては、例えば、昭和電工が使用済みプラスチックからア

ンモニアを製造し、パイプライン、ローリー車等により周辺企業に供給するとと

もに、別工程で生産された窒素なども周辺企業に提供しています。また、ゼロ・

エミッション工業団地内に立地するコアレックスグループは、難再生古紙からト

イレットペーパーを製造するとともに、その過程で生じた焼却灰を原料として近

接のセメント会社に供給しています。

また、臨海部の活性化をめざすための産学公民連携の取組みとして2004（平成

16）（平成16）年企業等13社（2007（平成19）年現在17社）によって設立された

「NPO法人産業・環境創造リエゾンセンター」は、資源・エネルギー循環型コン

図表3-30 川崎市製造業出荷額の区別内訳(平成17年)

（注）川崎臨海部の首都圏における地理的優位を生かし、産業再生（産業排熱等の未利用エネルギーの地域活用
や資源循環モデル等）、都市再生（神奈川口構想やアメニティ向上策、各種インフラ整備等）、環境再生（企業に
よる緑の創出促進やUNEPとの連携等の3つの観点からエココンビナート化を推進し、アジアをはじめ海外への
情報発信及び環境技術の移転等を進めることで、地球環境保全の立場からも国際的に貢献する地域として施策を
進めています。

資料：工業統計調査
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ビナートの実現に向け、行政と連携して活動を行っています。

さらに、最近、東京電力川崎火力発電所の世界最高の発電効率（59％）、火力

発電所で発生する蒸気の周辺企業への供給（スチームネット）、製鉄の際に発生

する二酸化炭素の排出量を半減する「新型シャフト炉」の新設など、新しい取組

みも行われています。

図表3-31 我が国の環境対策技術

(製造業のエネルギー効率。日本=100としたときの指数)

資料：専修大学「川崎都市白書」平尾論文より
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図表3-32 川崎エコタウン内のマテリアルフロー

資料：｢川崎都市白書｣内野論文より
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SOx：硫黄酸化物�
NOx：窒素酸化物�

�

図表3-33 川崎市の環境の変遷
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もう１つの臨海部のトピックスは、臨海部が東京に近く、羽田空港と隣接しているこ

とから、工場跡地が物流センターになるなど、物流拠点の形成が進んでいることです。

交通量の増大により道路混雑が生じていますが、昔からの臨海部の埋立て以来のイン

フラ状況では、交通量の増大による道路混雑等に十分対応することは困難な状況です。

臨海部のさらなる発展のためには、インフラ整備に向けた財源調達手法の検討も必要

で、臨海部からは多くの税金が徴収されていることから（臨海部を含む本市南部（川崎

区・幸区）における税収の概算は、国税6,700億円、県税700億円、市税800億円と推定

されます）、税収に見合った臨海部再生のスキームの形成が望まれるところです。

なお、専修大学ORC調査では、臨海部の最近の動きについて次のように分析し

ています。

・ピッツバーグはアメリカを代表する鉄、セメント、アルミ、石油、鉄鋼の町であった。最
近では、ＩＴ、バイオ、医療、教育、産業と都市イメージを一新させている。川崎市の姉
妹都市のボルチモアは、40年前にはその臨海部の主要産業が鉄鋼、造船、化学、環境悪化
により衰退を続けていたが、それから40年経って、すっかり環境都市に生れ変わった。そ
して、ボルチモアの臨海部を訪問する観光客が年間1,500万人に達している。しかし、重要
な違いは、川崎はボルチモア、ピッツバーグ、あるいはほかの先進国の工業地帯と違って、
重化学工業が死滅してその後に新産業によって再生するのではなくて、重化学工業が新し
い展開を遂げつつ、環境共生型の、高付加価値型の21世紀型の産業構造に高度化している
ことである。その意味で川崎臨海部は新しい都市モデルを提供している。

・環境産業については、リサイクルのエコタウン、SOX、NOX、CO2のリダクション技術の
先進性とその海外展開、廃熱利用のリユースモデルなどがいずれも先端的な例として注目
される。

｢川崎都市白書｣平尾論文より
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第6節　中小製造業の技術力と経営環境

戦前から臨海部で工業集積が進む中、内陸部についても、1927（昭和2）年に

南部鉄道（現JR南武線）が開通し、戦時中の軍需工場化の過程で沿線に電機、通

信機器の工場が進出し、現在の多摩川沿いの準工業地域における中小企業の産業

集積が進みました。東芝、富士電機（後の富士通信機製造、富士通株式会社）が

1925（大正15）年に立地し、日本電気株式会社が1937（昭和12）年に立地しまし

た。それに呼応し、多摩川沿いの内陸部にかけて、電機・情報通信産業関連の中

小企業が多く集積してきました。

2004（平成16）年の事業所・企業統計調査によれば、川崎市内の製造業の事業所数

は4,128、従業者数は81,065人となっていますが、このうち、従業者数50人未満の事業所

が事業所数で約95％、従業者数で約37％を占めていることから、中小企業が市民生活に

とって、重要な生産活動の場であり、雇用の場であることが分かります。

1970年代以降、大工場は工場制限三法等の影響でその数を減らしていきますが、

事業所数全体では中小企業を中心にその数を増加していきます。ところが、1980

年代以降、本格的な生産ラインの海外移転による系列の再編時代に入ると、増加

した中小企業もその数を徐々に減少させていき、特に1990年代のバブル崩壊時に

は、近年の事業所数の減少に拍車がかかります。

工業統計調査（4人以上）で、比較的小規模の4～29人の事業所に着目した場合、

1992（平成4）年から2005（平成17）年の14年間で、事業所数は2,531事業所から

1582事業所に、従業者数は25,228人から15,321人に減少しています。

ところが、１事業所あたりの従業者規模別付加価値額の推移を見てみると、

1992（平成4）年から2005（平成17）年の14年間で、300人以上規模の事業所１事

業所あたりの付加価値生産額は2001（平成13）年に一時大きく減少していますが、

4～29人規模の事業所１事業所あたりの付加価値生産額は、堅実に推移していま

す。ある意味において、小規模製造業で淘汰が進んだわけですが、残存した企業

の事業方式を見るとこれらの企業のかなりの部分が最終製品の製造、多品種少量

工　業　③

○川崎市には戦前から多くの中小製造業の集積があります。系列再編の苦しい時代の中で、川崎の中小

製造業は独自製品や技術力を高めてきました。市内には多くの元気なものづくり中小企業があります。

○しかし、最近は宅地化が進む中で操業環境の悪化も懸念されています。

○近年の中小製造業の強みは、技術力と提案力であり、そのような企業が経営力、収益力を挙げていく

グッドサイクルが求められます。
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生産方式をとっていることがわかります。換言すれば数多くの種類の最終製品を

手がけることの出来る小規模企業が残存したともいえるでしょう。大企業の系列

の中で成長してきた中小企業が産業の衰退、系列化の解体の中で試練を受けまし

たが、中小企業は高い技術力を背景に存続してきました。また、これらの企業の

中には研究開発受託や新技術開発に取り組んでいる企業も見られます。

図表3-34 川崎市の中堅・中小企業の事業内容

資料：ＯＲＣ中堅・中小企業調査

図表3-35 川崎市の中堅・中小企業の事業方式

資料：ＯＲＣ中堅・中小企業調査
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図表3-36 他社との能力比較

図表3-37 会社が直面している経営上の課題

資料：ＯＲＣ中堅・中小企業調査

資料：ＯＲＣ中堅・中小企業調査
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川崎の中小企業の技術力の高さに関するコラム

「元気なモノ作り中小企業３００社」
モノ作り中小企業のうち、それぞれの企業の持つ技術力の高さや、技術が国民生活・経済活動に

与える影響の大きさ、企業の経営に及ぼした影響等を踏まえ、2006年から経済産業省が発表してい

る、「元気なモノ作り中小企業300社」の中に、川崎市の企業が８社選ばれています。

・株式会社長津製作所 ナノレベルの精度で精密金型を製造

・営電株式会社 世界３０カ国で採用される試験用テレビ信号発生器

・神津精機株式会社 「驚異の位置決め精度」を軸にナノテク時代を切り拓く

・栄通信工業株式会社 世界が認める精密ポテンショメータのトップメーカー

・株式会社常光 全自動電気泳動装置の世界的シェアを誇る医療分析装置メーカー

・株式会社ニクニ ハイテク産業を支える渦流タービンポンプのトップシェア企業

・マイクロ・ダイヤモンド株式会社 硬脆性材料等への微細・精密・高品位加工用単結晶ダイヤ

モンド・マイクロ工具を開発・製造

・三木プーリ株式会社 機械産業を支える高精度部品の製造

「川崎ものづくりブランド」
川崎市内の中小製造業が生み出した自社製品を広く国内外にアピールし川崎独自の“ものづくり

ブランド”を構築し、製品の販路拡大、製品のイメージアップ、新市場への進出を支援することで

地域産業の活性化につなげていくことをめざしています。

平成16年度より認定を開始し、現在29製品が認定されています。

（平成16年度認定製品）
・クリアーボイス（音声拡聴器）（株）伊吹電子

・疾風　（はやて)（循環型濁質除去装置）（株）ショウエイ

・ミストグリップ（溶融噴射式路面カラー舗装）信号器材（株）

・グリットライン（耐滑走性向上型非リブ式高輝度表示）信号器材（株）

・サイクルン（駐輪場ゲート装置）東海技研（株）

・シフォンタンク（水処理用ろ過装置）日本原料（株）

（平成17年度認定製品）
・ＫＩＳ－５０１（光導波路自動調芯装置）久下精機（株）

・遊具　リングビー　三喜工業（株）

・ＳＤＭ－３０００・３１００（デジタル式膜厚計）（株）サンコウ電子研究所

・ＷＩＮＴＥＸ－８８０Ａ（風力発電機)太陽電音（株）

・湿式プラスチックス処理油化装置　テスコジャパン（株）

・キットパス（粉の出ない固形マーカー）日本理化学工業（株）

・Ｓｔａｇ　Ｂｅｅｔｌｅ（総削り高性能パター）（株）日の出製作所

（平成18年度認定製品）
・μ－フィット（粘着材を使用しないラベルシート）（株） アクト

・DVR（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞ )ーセキュリティーシステム　エコトロ・ジャパン（有）

・精密位置決めステージ「精密ポジショナーFPP03－13」神津精機（株）

・塩分摂取量簡易測定器「減塩モニター」（株）河野エムイー研究所

・リアヴューモニター（車両用後方確認装置）（株）日本ヴューテック

・自転車搭載型緊急浄水装置「Ｍｏｂｉｌｅ　Ｗａｔｅｒ」日本ベーシック（株）

・超音波工具Pｏｌｅｃ－ｓｔａｒ「ＰＳ－２０２１」（株）ポーレック

・ＣＣＦＬ（冷陰極蛍光ランプ）レーザー溶接装置　（株）メカトロジャパン
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さて、この技術力を収益力に結びつけるための条件をどのように考えたらよい

でしょうか。開発型企業への成長戦略は何かについて、専修大学ORC中堅・中小

企業調査の結果によれば、規模は小さくても技術力と提案力を持った企業群が経

営力をつけ成長している、という仮説が成り立ちそうです。

競争力�

開発型�

販売・購買力�

交渉力� 自社製品比率�

収益改善� 売上増大�

開発力・新製品開発�

図表3-38 川崎中小企業の構造

資料：川崎都市白書　宮本論文

（平成19年度認定製品）
・有酸素メーター『DooO』（どぉ～お）（パーソナル用体脂肪燃焼計）（株）アステム

・ワンタッチジョー（多角形生爪）（有）安達製作所

・小型高電圧電源装置　（株）グリーンテクノ

・省エネルギー照明装置「デルタレイズパワー」（LED光源の省エネルギー照明装置）（株）近藤工芸

・ボンラインシェル（リサイクルホタテ貝殻含有路面表示塗料）信号器材（株）

・プラスチックフィルムコンデンサ（小型高性能コンデンサ）（株）タイツウ

・ホワイトイオンバス（微細気泡発生装置）（株）ニクニ

・スプリングモーター（ゼンマイばね機構）（機械式レベル計測器）（株）和興計測
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また、専修大学が2005（平成17）年に実施した川崎市内製造業に対する調査結果で

は、約半数の企業が過去５年間に新製品・独自製品を開発したと回答しています。

今後の川崎市の製造業を考えるとき、従来の系列構造から、大企業と中小企業

のWin－Winの関係づくりをどのように構築していくかについて次のような視点

がひとつのポイントと考えられます。

図表3-39 過去5年間の新製品・独自製品開発の有無

少なくとも製造業に関しては、開発型企業であることが企業収益の改善につながるとい
うことであろう。つまり、収益を高め雇用を拡大し成長するためには、自社製品を開発し
交渉力を高めるだけではなく、開発型企業であることが必要とされる。確かに開発型企業
自体は、開発力と自社製品によって定義される。しかし、開発型企業であるためには技術
力に加えてもうひとつ、おそらく経営力が必要とされる。これによって開発型企業が収益
改善につながるのであれば、技術力と収益力をつなぐのは、経営力だということができる。

川崎都市白書　宮本論文より

資料：ＯＲＣ中堅・中小企業調査

・ 川崎市として｢知的財産戦略｣を作成し、そのためのモデル事業を実施してきた。その成
果として、行政のコーディネートにより大企業の特許を市内中小企業が活用して事業化
が図られるなど、新しい関係の中から新しい事業・産業創出の可能性が生まれてきてい
る。

・ 実際にオープン・イノベーションをやっていこうとすると、大企業が持っていた販路ま
でもらえるのか、研究者が来てくれるのか、技術の目利きが出来る人がいて｢この企業
のこの技術をA社に持っていけばよい｣などのコーディネート力が必要になってくる。

専修大学ORC調査結果より
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また、市内中小製造業を取り巻く課題として、後継者問題と操業環境（住工混

在）問題も重要です。これらについては次のような問題があります。

2007（平成19）年度に川崎市と独立行政法人都市再生機構で、工場と宅地の隣

接する高津区の準工業地域を中心にアンケート調査（326社配布回収率30％）を

実施したところによると、現在の操業環境について回答を得た84社のうち、「良

い」21％、「普通｣67％、「問題がある」10％、「未回答」2％という結果になって

おり、「問題があると」回答した企業が予想よりも少なかったといえます。しか

し、周辺の宅地化が進んだ地域においては、立地企業が、操業環境を維持するた

めに、騒音、資材等搬出入車の出入り、操業時間など多くの事項について配慮し

ていることも明らかになっています。

そのため、宅地化を背景に、工場敷地を広げる場合や操業時間・内容の拡大等、

業務規模を拡大する場合に、現在の工場の移転を検討するケースが見られ、移転し

た工場跡地がさらに宅地化されて、住工混在が一層進むなどの状況が懸念されます。

市域の土地利用の基本は都市計画で定められ、特定の地区の土地利用について、

通常認められている宅地化を規制するなどの法規制を行うことは一般にはできま

せんが、地区内での情報の流通、ルールづくりにより、住工共存のまちづくりを

進める工夫が大切になっています。

・ マクロ混在・ミクロ純化、等価交換方式などの手法により、うまく共存できる環境を維
持することが必要なのではないか。

・ 高津区下野毛地区のような地域では中小企業150社の中で仕事を回せるネットワークが
形成されていたが、100社に減り、各社が前工程、後工程をやらざるを得なくなってい
る。しかしそれが技術力向上につながっているという見方もできる。

専修大学ORC調査結果より
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第7節　広域から見た川崎の商業

創造的な産業都市を構築するためには、人々の集う魅力ある都市づくりが必要

です。川崎市は研究開発機能が集積する産業都市として、これまでの歴史的背景

や首都東京に隣接する地理的特性により、優秀な人材が集積する知識型産業都市

として発展してきました。産業が知識化するのに伴い、福祉・文化・教育などを

含めた都市全体の魅力の向上が必要となっています。商業集積についても、商品

の購買を超えた、そこにいるだけでわくわくするという要素が大切です。

川崎駅周辺は、川崎市の玄関口であり、川崎の顔として発展してきました。近

年は、従来の商業集積に加え、ラチッタデッラ、ＤＩＣＥ（ダイス）、JR川崎駅

西口駅前の東芝堀川町工場跡地にできた大型商業施設ラゾーナ川崎プラザなどが

続々とオープンし、川崎の玄関口に新しいライフスタイルを発見しショッピング

を楽しむことのできる拠点が新たに形成されたことで、川崎のイメージも大きく

変わりつつあります。

商　業　①

○これまで川崎商業集積の弱さが指摘されてきましたが、ラゾーナ川崎プラザなどにより求心力が

高まりました。

○川崎の商業について考えるときに、東京・横浜にはさまれた広域性を考慮する必要があり、また、定

量的な評価だけではなく、生活のしやすさという視点から定性的な評価も必要といえます。

○また、まちづくりには経済合理性だけでなく、文化的価値も重視される必要があります。川崎駅周辺

商業は文化的価値を高めることにより、商業集積としての競争力を向上させつつあります。

・「ラ チッタデッラ」開業。16スクリーンをもつシネマコンプレック�

　スの映画館を中心に、中世イタリアの町並みを再現。�

・川崎西武百貨店が撤退。ブランド33店はさいか屋へ移転。�

・「DICEビル」が開業。さくらや、TOHOシネマズ、東�

　急ハンズ、ユニクロ、大型書店などが入居。�

・三井住友銀行跡には「TSUTAYA」が開店。�

・ヨドバシカメラが川崎西武百貨店跡に開店。�

・川崎駅西口再開発ビル「ミューザ川崎」内にシンフォニー・�

　ホールが、オープン�

・「ラゾーナ川崎プラザ」オープン。�

�

2002年�

�

2003年�

�

�

�

2004年�

�

�

2006年�

図表3-40 川崎市中心市街地の新しい動き
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「平成19年度川崎駅周辺購買スタイル実態調査」によれば、平成16年の調査と

比較して、川崎駅周辺のまちに「愛着を感じる」「誇りになる」「良好なイメージ

がある」などの項目で大きくポイントを上げてきています。

また、川崎駅周辺の商店街や商業施設関連事業者などが参画して設立したかわ

さきＴＭＯ（中心市街地活性化推進組織）が中心となり、若手商業者のまちづく

り人材を発掘・育成するとともに、イベント促進事業や商業フォーラムなど川崎

駅周辺の賑わいの創出を進め、川崎のよさを再発見しながら、都市の魅力の向上

に努めています。

川崎市全体を見ると、川崎市北西部が都心へのアクセスの良いベッドタウンと

して発展してきたことから、これまで商業集積は比較的弱かったといえます。全

体として川崎の商業の中心性は低いといわれ、従業員一人当たりの商業・小売業

年間販売額は15大都市中13位で、同じく商業・卸売業年間販売額は15大都市中9

位（平成17年版大都市比較統計年表）で、商業集積の指標となるトンプソン指数

は大都市中下位となっていました（注）。たしかに、現在も購買力の流失が認められ、

商業集積の競争力を強化することは課題といえます。

しかしながら、東京と横浜にアクセスが良く、都市として開放型である川崎に

おける商業のあり方は、広域との関係において最適な商業集積が望まれます。そ

のため、市域内で閉鎖的に拠点を見るのではなく、交通体系・利便性などをふま

えた東京や横浜との関係の中で広域的に商業集積を考えていく視点が大切です。

そのような視点で川崎の商業を眺めた場合、これまでトンプソン指数などが引

き合いに出されて川崎は商業が弱いといわれますが、東京と横浜に挟まれた川崎

でそれがどのような意味をもっているのか、再検討する必要もあります。トンプ

ソン指数が低いのは、人口増加に対し、商業集積のタイムラグがあること、昼夜

間人口比が大きいことも大きな理由となっているからです。

もちろん川崎駅周辺は、川崎の顔として中心性の向上が望まれますが、近年、

川崎駅周辺には次々と新たな商業施設がオープンし、従業者数、年間販売額、売

り場面積が拡大して、川崎区・幸区を中心に商業の求心力が高まっています。

また、仮にトンプソン指数を上げるだけであれば商店街より大型店を誘致すれ

ば数値は伸びますが、それでよいとは限りません。生活のしやすさから商業を考

えた場合、日用品が確保でき、魅力あるお店が地域に存在することも重要で、そ

れは単純に大型店を誘致すればよいということにはならないからです。東京・横

浜を含めた通勤・生活圏の中で、商業に必要な要素がバランス良く配置され、そ

れが市民の満足度の向上に寄与することが望ましいといえます。

（注）トンプソン指数：夜間人口比率に対する商品販売額の比率の割合であり、商業集積を表す指標
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その意味では、統計上の商業集積が弱くても、そのことがイコール生活しづら

いことを意味しません。市民生活において、日常品は身近なところでコンパクト

に購入でき、週末のショッピングには川崎駅周辺や近隣都市に出向くというライ

フスタイルが一般的ですが、市域内でどのような商業集積がなされることが、総

合的な満足度に貢献するのか、東京、横浜へのアクセスが非常によい川崎におい

ては、近隣都市との関係を抜きに語れません。

今後は、トンプソン指数等の定量的な指標に加え、商業振興策を進めていく上

でほかに有効な指標はないのかなどの検討も必要です。商業振興の目的が売り場

面積の増加や雇用の創出だけであれば分かりやすいのですが、魅力ある商店街や

暮らしやすさなどは、定量的に測りづらい面があります。定量的な指標だけでは

なく、市民の生活への満足度を考慮する必要があります。

購買力の市外流出

川崎市の小売業にとって大きな問題は、南北に細長い地形を京浜急行線、ＪＲ東海道
線、ＪＲ横須賀線、東急東横線、東急田園都市線、小田急線などの鉄道が横断している
こと、そのため小売販売額の市外流出が続いていることである。川崎市小売販売額の市
外流出額は、
（国民１人に対する平均小売販売額）×（川崎市人口－購買力人口）

ただし国民１人に対する平均小売販売額＝全国小売販売額÷全国総人口
購買力人口＝川崎市小売販売額÷国民１人に対する平均小売販売額

で計算される。これによると川崎市は、1994（平成6）年2,177億円、1997（平成9）年は3,226
億円、そして2002（平成14）年2,161億円（１日に換算するとおよそ７億円）と、小売販売額が
隣接する他地域に流出していることになる。

川崎都市白書　関根論文より

1972

0.79

-

川崎市�

政令指定都市平均�

1.00 1.56 1.48

10.65 9.39 7.39

1982 1992 2002

図表3-41 川崎市商業の中心地性(W/R比率)

資料：川崎都市白書

W/R比率は、卸/小売比率を指す

卸売業販売額が小売業販売額の何倍かを示す指標であり、この指標が高いほど商業の中心地性が高いと

解釈されている。
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専修大学が行った川崎市民web調査結果から、川崎市民の買い物行動・意識を

見ると次のような特徴があります。

まちづくりには総合的なものの見方、考え方、価値基準、ルールの適用が必要である。今

までは経済合理的な考え方が中心であったが、これからは文化的価値が重視されなければな

らない。川崎市の都心も工業都市から文化のまちへと舵を切った。2002（平成14）年「ラ・

チッタデッラ」が開業した（ラ・チッタデッラとはイタリア語で城塞に取り囲まれたまちの

意味）。13スクリーンをもつシネマコンプレックスを中心に、中世イタリアの街並み「チネ

チッタ街」を再現している。「娯楽と文化の発信拠点」をコンセプトに、ライブ・ハウスや

個性的なテナントを誘致した。また、本プロジェクトは中心市街地活性化法に基づくＴＭＯ

計画の承認を受け、石畳によるカラー舗装を実施した。

2004（平成16）年７月、川崎駅西口再開発ビル「ミューザ川崎」のシンフォニー・ホール

（2,000席、東京交響楽団が常任）がオープンした。音楽という文化の香りを漂わせながら、

地域密着の地に着いた商売をめざし、駅西口開発の先導役が期待されている。これに先立っ

て、商業施設のキーテナント「フーデックス川崎」（24時間営業の食品スーパー）やノスタ

ルジックな飲食街「40番地」などは2003（平成15）年末から順次オープンしている。

近年、消費者の買い物行動は、単一目的出向から多目的出向（multi-purpose shopping trip）

に変化してきており、文化施設、飲食業、各種サービスなどの充実はこうした変化に応じるも

といえる。2006（平成18）年秋に「ラゾーナ川崎」がオープンして街のイメージも大きく変わ
り、確実に川崎駅周辺地区の魅力をアップさせている。問題は文化的価値をどのように経済的

価値に結びつけるのか、商業集積としての競争力を高めていくのかということにある。

川崎都市白書　関根論文より

・日常の買い物施設に対する満足度、娯楽・文化施設利用度の川崎市内比率、川崎駅周辺商
業施設の利用度は、川崎区、幸区で高い。
・川崎駅周辺の大型商業施設の利用度は、川崎区、幸区の住民、男女20代、30代などの層で
高くなっている。
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図表3-42 日常の買い物施設・サービス施設に恵まれていると思うか

資料：ＯＲＣ川崎市民ｗｅｂ調査

図表3-43 娯楽施設・文化施設利用地域

資料：ＯＲＣ川崎市民ｗｅｂ調査
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図表3-44 川崎駅周辺大型商業施設・娯楽施設の利用状況

資料：ＯＲＣ川崎市民ｗｅｂ調査

図表3-45 川崎駅周辺大型商業施設・娯楽施設の利用状況

資料：ＯＲＣ川崎市民ｗｅｂ調査
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川崎市の商業を考えるときに不可欠なのは、東京、横浜のさまざまな大型商業

集積との広域的な関係です。下表に示すように、川崎から1時間圏以内に多くの

巨大商業集積がひしめき合っており、川崎市民もニーズに応じてこれら市外を含

めた商業集積を選択的に使い分けていると考えられます。

図表3-46 広域的に見た川崎商業の状況(1)

資料：平成9年、14年商業統計調査　繁華街別集計結果より作成
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図表3-47 広域的に見た川崎商業の状況(2)

資料：平成9年、14年商業統計調査　繁華街別集計結果より作成



136

川崎の産業2008

立川�

八王子�

多摩センター駅周辺�

橋本�

相模原駅前�

小田急相模原�

町田�
古淵�

新百合ヶ丘�

中山�

湘南台�

厚木�

たまプラーザ�

あざみ野�

調布�

上大岡�

登戸・向ヶ丘遊園�

武蔵溝ノ口�

吉祥寺�

下北沢�

相模大野駅周辺�

戸塚�

港南台�

伊勢佐木町�

大船�

藤沢駅周辺�

鎌倉駅周辺�

横須賀中央�

横浜駅周辺�

本町�

二俣川�
三ツ境�

青葉台�

菊名�

川崎駅周辺�
綱島�

蒲田�

武蔵小杉�

自由ケ丘�
二子玉川�

鶴見�

MYCAL本牧�

MM21

中華街�

大井町�

三軒茶屋�

渋谷�
銀座・有楽町�

新丸子�

新橋�

大森�

新宿�

青山・表参道�

経堂�

池袋�

中野� 高田馬場�

錦糸町�東京駅・日本橋�

上野・御徒町�

原宿�

日吉�

新横浜（ぺぺ）�

三鷹�

恵比寿�

浅草�

元町�

小売業の売場面積の規模�

小売業の売場面積の�
増減率（H9→H14）�

20万㎡以上�
10～20万㎡�
5～10万㎡�
3～5万㎡�
3万㎡未満�

＋10％～�

＋5％～＋10％�

＋10％～－5％�

－5％～－10％�

－10％～�

図表3-48 広域的に見た川崎商業の状況(3)

資料：平成9年、14年商業統計調査　繁華街別集計結果より作成
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第8節　大規模小売店立地の動向と地域商業

川崎市の小売業を2004（平成16）年の商業統計で見ると、事業所数は8,372、従

業者数66,357人、年間商品販売額1兆1,400億円となっていますが、これを2002

（平成14）年の前回の調査と比較すると、年間商品販売額はほぼ同額となってい

ますが、事業所が1.0％減少する一方で、従業者数が2.1％増加しており、大型店

の展開などにより商業集積が進んでいることがうかがわれます。

大型店は、広域からの集客や幅広い世代の集客による地域の賑わいの創出やイ

メージの向上、潜在購買力の掘り起こしなどに繋がっており、地域経済の活性化

に寄与する側面があります。もっとも、都市全体の魅力を高めるためには、都市

機能の多様性の確保も大切な視点です。商業に目を向けてみた場合、大型店の立

地は個店を中心とした地元商店街にも影響を及ぼすもので、多面的な商業機能の

確保するために、大型店と個店とのバランスを地域商業においてどのようにとっ

ていくのかが課題となっています。

歴史的には、日本においては1960年代頃から各地で「スーパーマーケット」を

初めとした大型店の出店が急増し、それに対抗するようにして地元商店街による

反対運動も盛り上がりを見せるようになりました。こうした問題を踏まえ、1968

（昭和48）年には旧百貨店法の対象を拡大する形で「大規模小売店舗における小

売業の事業活動の調整に関する法律」（大規模小売店舗法、略称「大店法」）が制

定され、1969（昭和49）年より施行されました。その結果、大型店進出が集中す

るような地域では商業調整が厳しく行われ、極端な場合は出店の凍結を宣言する

場合も出てきました。

しかし、流通の国際化とともに、2000（平成12）年6月に大店法が廃止され、

代わりにまちづくり三法の一部として、大型店と地域社会との調和の促進を図る

ことを主眼とした大規模小売店舗立地法が制定されました。本法は、大規模商業

施設の店舗規模の制限などを主目的とした大店法とは異なり、審査の内容も交通、

騒音などをはじめとした生活環境の保持を目的としたもので、出店規模に関して

は都市計画上の制限はあるものの規制はなく、近年では各地で大型店の出店が活

発化してきました。

商　業　②

○近年、川崎市においても大型店（大規模小売店）の出店が進んでいますが、大型店は地域商業

に一定の影響を及ぼします。負の影響を最小限に押さえ、正の影響（相乗効果）を呼び起こす

ことが必要です。
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このように、近年は商業施設の大型店化が進んでいますが、大型店の出店の形

態いかんによっては、地域商業の中で、徒歩生活圏における消費生活が困難にな

る場合があるといわれています。例えば、自動車以外の手段ではアクセスしにく

い郊外型の大型店が立地することで商店街が衰退の影響を受けた場合、徒歩で買

い物をしていた高齢者は日常生活を営むことが困難になります。

もっとも、大型店と商店街との関係は多様で、必ずしも相互抑制的な関係にあ

るわけではありません。都市機能の多様性から見た場合、多様な商業要素がエリ

ア内に共存することが望ましいといえ、大型店と商店街を単純に対立の構図で捉

えることもできません。両者の共栄の道を探り、大型店が立地することでいかに

地域商業全体への波及効果を生み出すことができるのかが課題となっています。

川崎駅周辺についても、東口・西口に展開する大型商業施設、映画、音楽の集

客施設を活用して、全体としていかに川崎駅周辺の東西両地区の回遊性を高める

ことができるのかが問われています。「平成19年度川崎駅周辺購買スタイル実態

調査」において、川崎駅の東口と西口は、来街者のそれぞれ約半数の人が、駅の

反対側にまで足を伸ばしていることが分かりました。大型店の出店が、地域商業

全体へ波及効果を生み出し、回遊性がさらに向上することが期待されます。

また、大型店の側から地域へ入り込む努力も行われてきています。2007（平成

19）年に実施した川崎市の調査（市内大規模小売店舗立地法対象店舗に対する調

査）によれば、市内大型店の商店街への加入状況は85％で、川崎市商店街連合会、

地区商店街連合会、商店街単位、あるいは町内会等に加入しています。その内容

については、商店街への加入は73％、商店街以外への町内会等への加入は12％で

す。また、商店街に隣接している大型店の89％は商店街に加入しています。また、

日本チェーンストア協会では、「地域商業者等との連携・協働のためのガイドラ

イン」を作成し、地元との協力関係を志向しています。

また、商店街にも核となる大中規模の商業施設があることで、通行量が増し、

立地についても例えば駅から少し離れていてその間に商店街が配置されているよ

うな環境にあれば、商店街ににぎわいがもたらされるケースもあります。また、

商店街においては、地域の人々が集えるコミュニティ空間づくりも可能といえま

す。大型店と商店街という多様な商業施設が共存できる地域商業をめざし、地域

住民が生活しやすい商業空間を形成するために知恵を出し合っていくことが大切

です。
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図表3-49 市内大型店の商店街への加入状況

※　2007（平成19）年度大規模小売店舗立地法対象店舗への聞き取り調査による

商店数� 従業者数（人）�

1972

1982

1991

2002

2004

売場面積（㎡）�
年間販売額�
（百万円）�

9,997�
（100.0）�

11,122�
（111.3）�

10,467�
（104.7）�

8,458�
（84.6）�

8,372�
（83.7）�

39,269�
（100.0）�

44,546�
（113.4）�

50,792�
（129.3）�

64,992�
（165.5）�

66,357�
（169.0）�

270,606�
（100.0）�

437,808�
（100.0）�

736,801�
（272.3）�

1,142,234�
（480.1）�

1,140,187�
（480.1）�

1,140,019�
（421.3）�

577,485�
（131.9）�

721,219�
（164.7）�

862,719�
（197.1）�

922,304�
（210.7）�

注）経済産業省「商業統計表　第三巻　市区町村表」各年、から作成�

図表3-50 市内小売業の全体動向

資料：川崎都市白書
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図表3-51 川崎市内の大型店店舗数及び店舗面積の推移

※大規模小売店舗立地法に基づく届出による店舗数および物販店舗面積であるため、上記には未開店
の店舗にかかる数値も含みます。
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第9節　生活コアとしての地域商店街

まちには近代的な部分と伝統的な部分の両方が交じり合っているのが好まし

く、中心部は近代的に、一歩路地裏に入ると伝統的なものが入り組んでいるとい

うような混在した形の発展がよいと考えられます。多様な業種業態から構成され

たまちは、消費者にとっても選択肢が増えますし、店舗間の競争もあって活気が

出ます。

大型商業施設の進出やチェーン店、ディスカウント店の展開に伴う価格競争の

激化や消費者ニーズの多様化、Web取引の増加、さらには経営者の高齢化、後継

者不足といった問題を抱え、地域商業を支えてきた商店街を取り巻く経営環境は

厳しくなっています。一方、地域社会では少子高齢化の進展に伴って地域コミュ

ニティの核となるような地域交流の場が求められています。こうした社会環境や

地域ニーズに対応して、地域コミュニティの核となり、ＮＰＯや市民団体とも連

携して、地域の課題を解決できるような魅力ある商店街を実現していくことが大

切となっています。

魅力ある商店街というのは、昔から地域において大切な資源です。その機能を

考えると、徒歩圏内の便利な商店であると同時に、地域コミュニティの中心でも

ありました。近年は大型スーパーに対して、個店なりの魅力、高齢者が買い物の

しやすい環境など、多様な市民ニーズを支えうる地域資源であり続けています。

都市機能の多様性から見た場合、商店街の役割は依然大きいと期待されます。

商　業　③

○都市機能の多様性という観点から見た場合、地域に密着した商店街の役割は、地域コミュニティの核

（これを「生活コア」と呼んでいます。）などの機能を発揮するものとして期待されます。

○川崎市民は目的に応じて地域の商店街と大型店を使い分けており、身近なところに安心して信頼でき

るお店があることが市民生活に必要といえます。
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商業統計の長期トレンドにより、川崎市の小売業の業種別商店動向を見ると、

この30年間で実数、伸び率ともに大きく躍進しているのは「婦人・子供服小売業」

「その他の飲食料品小売業」です。これとは対照的に、生鮮三品小売、各種食料

品小売業などは大きく減少しています。

図表3-52 川崎市小売業の業種別商店動向(中分類:2桁分類)

資料:川崎都市白書　関根論文
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「平成16年度川崎市購買スタイル実態調査」によれば、20代・30代を中心に大型

店を選好する傾向がありますが、アンケート対象の約半数の人が商店街のお店で買

い物をすると回答しています。また、大型店と商店街は買うものや状況によって使

い分けるという人が約8割となっており、市民は生活の中で目的に応じていくつか

の商業施設を選択していることが分かります。特に比較的年配の層からは「高齢化

の世の中では地域に密着した商店街がますます重要だ」とする声が大きくあがって

います。また、市民が描く魅力的な商店街のイメージは「日常的なお店がバランス

よく揃う」、「安全性や品質の信頼できるお店がある」というものでした。

川崎市内のがんばる商店街のいくつかの紹介

登戸東通り商店会の取組（多摩区）

ＪＲ南武線登戸駅と小田急線向ヶ丘遊園駅北側との間にある歴史ある商店街（生

鮮食品を中心に約40店舗）。25年続いた朝市で有名でしたが、2001（平成13年）から

「ナイトバザール」に切り替えるなど、新しい発想で地域を盛り立てています。最近

は、地元でなじみの深いナマズをモチーフに「なまずん」という名前のキャラクタ

ーを登場させ、店舗のシャッターに描かれた「なまずん」の絵柄が人気を呼ぶなど、

地域密着型の商店街づくりが進んでいます。

モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合の取組（中原区）

東急東横線・目黒線元住吉駅西側に位置し、580ｍのメインストリートを中心に発

展してきた商店街（約170店舗）。大手スーパーやチェーン店との共存を確立してい

る。1991年（平成３）年に、世界一環境問題に厳しい基準をもつドイツ・ブレーメ

ン市のロイドパサージュ商店街との友好提携を行ったことをきっかけに、それぞれ

の店舗が何かひとつでも環境に良い取組を行う「一店一エコ運動」をはじめたり、

オリジナルエコバッグの利用促進を図ったりするなど、早くから環境問題に取り組

んできました。また、本場ブレーメンのお祭りにちなんだイベント「フライマルク

ト」の開催や、商店街で利用できるポイントカード「ブレカ」の発行など、ますま

す元気な商店街です。

西生田商盛会と日本女子大学学生の皆さんによる地域オリジナル商品の開発（多摩区）

小田急線読売ランド駅に近い、西生田商盛会のお店と地域の日本女子大学の学生の

皆さんが協力して、地域オリジナル商品を開発しました。大学の森林をイメージした

「二色クッキー」や正門近くに居ついているネコをモチーフにした「みけねこ饅頭」な

ど、創意工夫あふれる商品が登場しました。無料配布してアンケートを実施した後、

読売ランド駅前で商品を販売するなど、学生の皆さんのアイデアを活用した、地域連

携によるにぎわいの創出がはじまっています。
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第10節　農業経営の安定化

都市農業については、限られた農地で効率的な生産を行うために、一般的に付

加価値のある農業経営に転換する必要性が高いといわれます。農業経営の基盤を

強化するためにも、経営部門における収益性の高い農産物の導入や、ブランド化

の推進により、農業経営の安定化への取組みを進めています。

神奈川農林水産統計年報によると2005（平成17）年の川崎市の農業産出額は、

約26億円で、近年減少傾向にあります（1985（昭和60）年は38億2千万円）。農業

産出額の多いものから、①なし7億9千万円、②トマト2億1千万円、③ほうれんそ

う1億7千万円、④花き苗類1億6千万円の順位となっています。部門別の生産推移

をみると、1985（昭和60）年に主力農産物であった鶏卵、豚計が減少し、現在、

農業産出の9割以上が果樹、野菜、花きとなっています。1989（平成元）年以降

の産出額は「なし」が１位になっています。

周辺の宅地化が進み鶏卵、豚は減少しましたが、都市農業の立地条件を活かし

た多様な農業経営が展開されているといえます。

農　業　①

○川崎市の「多摩川ナシ」は県内でも有数の農産物ブランドとなっています。

○川崎市内で生産される農産物を「かわさきそだち」と称し、新鮮、安全、安心な農産物であることを

ＰＲすることにより、付加価値を高め、販売促進を図っています。

○現在、農産物の主たる販売形態となっているのが、市民・消費者への直接販売（直売）です。こうし

た直売を実施している農家の割合は、市内の販売農家の64%にのぼります。

千万円�

図表3-53 市内品目別農業産出額の推移

資料：関東農政局横浜統計・情報センター
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特に、現在農業産出額中１位（7億9千万円）の「なし」は、この20年間で産出

額が約2.3倍に増え、産出額の構成比から見ても、1985（昭和60）年に8.9％であ

ったものが、2005（平成17）年には30.3％と大きく増加しています。また、「なし」

の生産量についても県内2位と高く、「多摩川ナシ」として有数の農産物ブランド

の地位を占めるに至っています。

川崎市内で生産される農産物を「かわさきそだち」と称し、新鮮、安全、安心

な農産物であることをＰＲすることにより、付加価値を高め、販売促進を図って

います。また、「かわさきそだち」のうち高品質で安全・安心に消費者へ供給で

きる野菜、果実、花き、加工品の19種類、24品目を「かわさき農産物ブランド」

として登録し、ブランドとしての差別化を図っています。

＜多摩川ナシの歴史＞

川崎市のナシ栽培の歴史は極めて古く、江戸時代の初期（1650年代）すでに大師河原

村（現在の川崎区）で栽培されていました。その後、1893（明治26）年に大師河原村の

当麻辰次郎氏（通称家号、長十郎）のナシ園で長十郎が発見されました。当麻氏はこの

長十郎の繁殖を図り、病気に強く豊産で美味な品種として多摩川流域はもちろん全国各

地に広がりました。

「多摩川梨」の商標は、それまで、稲毛梨（川崎市）、

稲城梨（東京都稲城市）として市場に出荷していた

ものを、1927（昭和2）年に東京都と川崎市の連合体

を組織した機会に、多摩川沿岸の生産であることを

一見して判るように作成されたもので、1932（昭和7）

年に商標登録がされました。

大正の末期から昭和の初期にかけて工業都市としての発達によって川崎区のナシ園は

姿を消し、長十郎も消費者の嗜好に合わせて減少しました。現在では、なし園は多摩川

を北上し、中原区、高津区、宮前区、多摩区及び麻生区で栽培されています。また、長

十郎は花粉量が多いことから、受粉樹として大切に栽培されています。
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また、都市農業においては、住環境と調和できる環境保全型農業を推進する必

要があります。環境保全型農業にはさまざまな取組みがありますが、安全・安心

な農産物の生産に係る技術向上の支援と農業に対する市民の理解の促進が大きな

図表3-54 「かわさきそだち」産地の状況

＜ナシの栽培における減農薬の取組みについて＞

川崎の特産物であるナシについては、2000（平成12）年度からフルーツパーク及び高

津区・宮前区を中心に性フェロモン剤を利用したナシの実証栽培に取り組んできました。

2003（平成15）年度からは、ほぼ市内全域のナシ栽培農家で性フェロモン剤を利用した

ナシ栽培に取り組んでいます。

性フェロモンとは･･･

フェロモンのうち、配偶行動にお

いて異性間のコミュニケーションに

利用される物質で、害虫の発生予察、

誘殺や異性間の交信をかく乱させる

防除法に利用される。
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目的です。川崎市はこれまで、住宅地に近接する都市農業における減農薬の取組

みを推進するため、性フェロモン剤を活用した技術支援などを進めてきました。

現在、農産物の主たる販売形態となっているのが、市民・消費者への直接販売

（直売）です。こうした直売を実施している農家の割合は、市内の販売農家の

64%にのぼります。庭先での販売の他、個人で直売所を設置したり、農家が直売

を行うグループを作るケースもあります。また、多摩川ナシに多く見られる、贈

答用の宅配やもぎとりによる観光農業など、都市部ならではの販売を実施してい

ます。また、2008（平成20）年4月にはJAセレサ川崎が運営する大型農産物直売

所「セレサモス」が麻生区黒川地区にオープンし、地元で生産されたものを地元

で消費する「地産地消」がより一層推進されます。

戸�

図表3-55 販売農家のうち直売を実施する農家数

資料：2005年農林業センサス
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第11節　農業の担い手の育成

農業経営の安定化や農地の保全のためには、次世代に向けた農業の担い手の育

成が必要です。また、逆に経営の安定化が進むことで農業の担い手が育まれる面

もあり、農業経営の安定化と農業の担い手の育成は車の両輪のような関係がある

といえます。

まず、販売農家における年齢別農業就業人口を見てみると、2005（平成17）年

農林業センサスによると、川崎市の農業就業人口は1,911人で、ここ20年で半減

（1985（昭和60）年センサスで3,338人）していますが、年齢別の従事者の特徴を

見てみると、1985（昭和60）年センサスで最も層の厚かったのは50代でしたが、

2005（平成17）年センサスでは70代となっており、20年の間に担い手の高齢化が

進んでいます。

また、農業後継者の確保状況については、全般的に農業後継者が不足している

のが実状です。

農　業　②

○川崎市における農業の担い手の高齢化が進んでおり、認定農業者制度や、農業青年の育成と市民交流

をめざしたファーマーズクラブ、女性の農業担い手組織（あかね会）活動の支援、経営的視点を含め

て農業を学び農業後継者の育成を図る「新世代ファーマー育成講座」などを通じて農業の発展・農地

の保全に欠くことのできない次世代農業者の育成を進めています。

図表3-56 年齢別農業就業人口(販売農家)

資料：農林業センサス
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市街化調整区域内にある農業振興地域は、インフラ整備への公的助成、農業生

産基盤の整備がされていますが、都市化の進展等により営農環境が大きく変化し

てきており、他の区域と同様に、農業後継者は不足しています。

現実には、農業収入のほかに不動産所得等の他の収入がないと安定的に農業経営に従

事できない面があり、この点については、市街化区域で営農している農家では、比較的

不動産収入など農業以外の収入が得やすいため、若い人や定年退職前の人が農業後継者

となることが見られますが、市街化調整区域では、農業以外の収入が得にくい状況があ

り、農業の担い手の育成についても市街化区域に比べて状況が良いわけではありません。

農業後継者の育成については、農業経営基盤強化促進法に基づく施策として、農業者

支援制度の一つとして認定農業者制度があります。これは、農業従事者の経営のステッ

プアップを図り、地域における農業の担い手を育成するために国が様々な支援を行うも

のです。2007（平成19）年12月1日現在、川崎市の認定農業者数は23人となっています。

農業の担い手の育成に関する市の支援としては、これまで、農業青年の育成と

市民交流をめざしたファーマーズクラブ、女性の農業担い手組織（あかね会）活

動の支援、経営的視点を含めて農業を学び農業後継者の育成を図る「新世代ファ

ーマー育成講座」などに取り組んできました。

また、農業の担い手が中心となり学識経験者や市民を交え、これからのかわさきの農

業についてそれぞれの立場で話し合う「かわさき農業フォーラム」を開催しています。

市内の多くの農家が後継者不足に悩む一方で、新規学卒で就農する人やサラリ

ーマン生活を早期退職して就農する事例も見られます。これらの意欲ある就農者

に対して農業技術を習得する機会を設け、農業の担い手を育成していくことも必

要となっています。

援農ボランティアについては、現在、多摩川ナシ栽培支援講座の修了生による

生産者への支援などが行われています。また、「農（みのり）の寺子屋」の修了

生による遊休農地の解消活動など、市民を含めた農業の多様な担い手の育成に向

けて、様々な取組みが行われています。

ファーマーズクラブ事業実施風景

（川崎市農業青年協議会）

小学生への食農教育の風景

（川崎市女性農業担い手の会あかね会）
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第12節　「農」に対する市民ニーズ

川崎市農業振興計画である「かわさき『農』の新生プラン」（2005（平成17）年3月

策定）では、経済活動だけを意味しがちな言葉としての「農業」と区別して、人間の

「いのち」の源である「食」の供給や、地域社会活動にとって重要な役割を果たして

いる農家を含め、多面的な機能を発揮する農業・農地を「農」と表現しています。

今日の都市農業は、単なる産業的視点にとどまらず、多面的な社会的機能を有

しています。具体的には、身近なところで新鮮な農産物を購入・消費できる（地

産地消など）、土・緑がある空間が果たす環境保全の役割、農作業体験などを通

じた生活の充実、健康・福祉、教育に有効な役割を果たす休養・学習の機会の提

供などの多くの機能があります。

2003（平成15）年９月に実施した市政モニター・アンケート調査の結果による

と、新鮮で安全・安心な農産物を求める市民ニーズは高く、直売や市場出荷など

を通じて地産地消が期待されています。生産者の顔の見える農業として、生産者

と消費者の距離が近いことは都市農業の大きな強みと考えられます。

農　業　③

○都市農業は、貴重な地域の環境資源であり、都市生活のうるおいの源となっています。また、総体と

して、「農」への市民ニーズは高まっています。

○緑豊かな生活環境は、公園や緑地だけではなく、農地によっても維持されている面が指摘できます。

多面的な機能を有する「農」を維持することが、都市の環境を保全し、市民のニーズを充足するので

あれば、市民とともに、農業を支えるしくみづくりを考えていく必要があります。

図表3-57 市内農業への期待
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こうしたことを踏まえて、地場産の農産物の更なる地域での消費を目的とし

た直売団体の育成・支援や市場出荷に取り組む農業者への支援が不可欠となり

ます。

また、食育の推進という観点から教育委員会とも連携を図りながら、子ども達

に市内産農産物への理解を深めるとともに、「食」の大切さを知ってもらうため、

更なる地産地消の普及・啓発が求められるところです。

また、農業体験に対するニーズも高く、農地減少に対する考え方への質問に対し

ては、「市民農園、体験農園の形で残るように市の対策を充実する」（71.9％）、「農

地として残るように、市の対策を充実する」（64.5％）という回答がありました。

都市農業は、貴重な地域の環境資源であり、都市生活のうるおいの源となって

います。このように総体として、「農」への市民ニーズは高まっています。とは

いえ、相続を契機に農地を宅地化するといった苦渋の選択もなされています。緑

豊かな生活環境は、公園や緑地だけではなく、農地によっても維持されていると

いえます。多面的な機能を有する「農」を維持することが、都市の環境を保全し、

市民のニーズを充足するのであれば、市民とともに、農業を支えるしくみづくり

を考えていく必要があります。

農家が意欲的に農業経営を続けられる環境を整備し、市民が農業に従事するしく

みづくりを進めるためにも、市民農園や援農ボランティアに注目が集まっています。

市民農園については、川崎市が開設した市民農園が、7箇所（幸区2、中原区1、

高津区1、宮前区1、多摩区1、麻生区1）1,064区画ある他、農業者が開設し自ら栽

培指導を行う体験型農園が６箇所、農業者が自ら農地貸付を行う市民ファーミン

図表3-58 農地減少に対する考え方
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グ農園が2箇所あり、農家の団体が開設したふれあい農園が１箇所あります。ま

た、平成19年度には新たに、市が開設し利用者が管理運営を行う地域交流農園を

１箇所設置しました。市民農園の人気は高く（川崎市市民農園応募倍率は約４倍）、

今後、市開設の市民農園の維持管理を行うとともに、農家開設型市民農園の普及

拡大をめざします。

また、里地、里山の保全を通し、「農」のある風景を次の世代に残すことも大

切です。農地の保全を図るとともに、景観保全策と組み合わせた遊休・荒廃水田

のビオトープ化、湧水やホタル生息地の保全などに取り組んでいます。

現在、麻生区黒川地区では、農村風景を守り、地域を活かしながら、農業を中

心とした地域振興と市民に農環境とのふれあいを提供する場づくりをめざして、

農業公園づくりが進んでいます。農業公園づくりの交流拠点施設として、大型農

産物直売所（事業主体セレサ川崎農業協同組合）の開設や明治大学農学部実習農

場の建設に向けた取組みなどが、地元の農業者、市民、農協、大学、行政等の連

携により進んでいます。

（麻生区黒川地区）
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第13節　イノベーション・インキュベーション

活力ある都市づくりのためには、川崎を支える産業を振興すると同時に、新たな

産業を創り育てるという視点が大切です。そのためにも、創業時環境を整備するこ

とで新産業の創出を促し、産業競争力の強化を図る必要があります。さらに、産

業・企業のネットワーク化を進めることで、次々と新たな産業が創造されるイノベ

ーションの仕組みをつくっていく必要があります。また、市内で起業した事業者を

地域に定着させていくため、起業の準備段階から事業化段階、発展段階に至るまで、

成長段階に応じた効果的、効率的な支援を行うことが求められています。

創業時は、技術開発に加え、資金調達や市場開拓など多くの課題を抱えている

時期であり、公共セクターが一定の支援をすることで、起業の量と質を向上させ、

産業への求心力を高めていくことが求められています。イノベーション拠点の意

義も、起業の種が安心してまかれ、多くの刺激の中でステップアップしていくこ

とで成長速度を早め、産業育成を促すことにあるといえます。

現在、市内には、「かながわサイエンスパーク（KSP）」、「かわさき新産業創造

センター（KBIC）」、「テクノハブイノベーション川崎（THINK）」といったイン

キュベーション施設があり、創業間もないベンチャー企業等が入居しています。

さらに、これらのインキュベーション施設は、同時に先端科学技術・新産業創造

の研究開発拠点（イノベーション拠点、サイエンスパーク）としての機能をもっ

ています。

かながわサイエンスパーク（KSP）

神奈川県が、1980年代の産業構造の大きな変化を受けて、産業構造の高度化を

めざした戦略プロジェクトのひとつとして構想し、川崎市とともに1989（平成元）

年に設立したのが、日本最大級のハイテク・イノベーション拠点です。現在、研

究開発型企業が生まれ、育ち、交流する都市型サイエンスパークとなっており、

R&Dビジネスパークビル、イノベーションセンタービルなどから構成されていま

新　た　な　動　向　①

○川崎市内にはKSP、KBIC、THINKなどさまざまなイノベーション拠点、インキュベーション拠

点があり、これらの拠点から多くのベンチャー企業が輩出されています。今後は、新たな産業が

連続的に創出され、市内に定着していくしくみが必要であり、市ではそのためにさまざまな施策

を講じています。

※インキュベーションとは、創業前又は創業間もない事業者の支援をさします。イノベーショ

ンについてはP15参照
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す。これまで入居企業を含め約200社のベンチャー企業等を輩出しました。

また、先端的かつ高度な科学技術分野における研究の推進と技術移転、創造性

ある人材の育成、学術文化活動の振興、地域の中小企業の研究開発への支援など

を、産業界・学界・公的機関の連携により推進するKAST（神奈川科学アカデミー）

が併設されています。

かわさき新産業創造センター（KBIC）

起業家精神を持った個人や新事業開発をめざす中小・中堅企業等に対して創業

支援、成長支援を目的に「新川崎・創造のもり」地区に2003（平成15）年に誕生

しました。現在、レーザー技術や超精密加工技術などのハイテク分野のベンチャ

ー企業23社、慶應義塾大学発ベンチャーも入居しています。

KBICが立地する「新川崎・創造のもり」は、産業界、大学及び行政・市民が

連携し、21世紀を支える新しい科学・技術や産業を創造する研究開発拠点をめざ

すもので、慶應義塾大学新川崎先端研究教育連携スクエア（Ｋ２タウンキャンパ

ス）も立地しています。

慶應義塾大学Ｋ２タウンキャンパスは、川崎市と慶応義塾大学が協力して拠点

を形成しており、プロジェクトの新陳代謝を繰り返しながら、現在、14の先端的

研究プロジェクトが稼動しています。世界最速といわれる電気自動車（エリーカ）

もここを拠点に研究が進んでいます。Ｋ２（ケイスクエア）とは、川崎市のＫと

慶應大学のＫを意味し、両者の協力関係の下、オープンキャンパス・オープンセ

ミナーを通じて地域連携を積極的に進めています。

テクノハブイノベーション川崎（THINK）

2004（平成16）年、ＪＦＥ都市開発株式会社が運営するテクノハブイノベーシ

ョン川崎（THINK）が臨海部のＪＦＥ構内（旧ＮＫＫ技術開発本部の敷地）に

オープンしました。THINK内の京浜ビルには、KSP－THINKとしてインキュベ

ーション機能を担っています。

THINKは、ＪＦＥグループ研究開発拠点（スチール研究所）と賃貸研究所施

設・インキュベータから構成されます。賃貸研究所施設は、新産業を生み出す研

究開発拠点として形成されつつあります。また、THINKはアジアから企業や起

業家を誘致・育成し環境関連技術の海外移転による国際貢献を図る「アジア起業

家村構想」の拠点施設として位置づけられており、成長支援を展開しています。
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このような市内のインキュベーション拠点を活
ベンチャー企業の成長力の源泉

専修大学が、川崎市およびその周辺に立地するベンチャー企業を対象に2006（平

成18）年度に行った調査結果によると、ベンチャー企業の創業時の課題は、資金確

保と販路開拓、現在の課題は人材確保と販路開拓となっています。また、事業展開

にあたり有効だったビジネス支援機関として、公的な産業支援機関やKSP、KBICな

どのインキュベーション施設をあげる企業が多くなっています。

同じ調査の詳細な分析によれば、川崎市産業振興財団のビジネス・オーディション

に合格し、かつインキュベーション施設に入居した企業の成長率が極めて高くなって

います。その意味で、財団のオーディションは見つけ出す力となっており、インキュ

ベーション施設がフォローアップする力となっているといえます。チャレンジ精神が

あってインキュベーション施設に入っている企業は、周囲の企業が苦労しているのを

見て自分もがんばる。したがって高い成長率につながっているといえます。

図表3-59 創業時の課題

資料:専修大学ORCベンチャー企業調査
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図表3-60 現在の課題

図表3-61 創業時およびその後の事業展開に有効だったビジネス支援

資料:専修大学ORCベンチャー企業調査

資料:専修大学ORCベンチャー企業調査
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用し、さらに、これまでの本市の企業集積の強みを活かし、次代を担う人材の育

成や先端科学技術分野の研究開発の促進や産学の連携基盤を強化していく中で、

次々と新たな産業が創造される産業競争力のある地域「川崎・多摩川イノベーシ

ョンバレー（KTIV）」の形成をめざしています。

また、イノベーション都市づくりのソフトなインフラ整備を進め、加えて市内

中小企業の産業競争力を強化するため、本市では企業の知的財産を創造・保護・

活用するための指針である「川崎市知的財産戦略」を策定し、知的財産を経営戦

略に活用するためのノウハウなどを学ぶ場である「知的財産スクール」や、大企

業の開放特許等を紹介し中小企業の新製品・新技術の開発を促進する「知的財産

交流会」を開催しています。

図表3-62 インキュベーション施設利用のメリット

資料:専修大学ORCベンチャー企業調査
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第14節　新たな市民ニーズへの対応

少子高齢化の進展や持続可能な経済への転換など、これまでの社会構造の変化

が進むと同時に、生活水準の向上に向けた福祉の充実や環境の保全など、生活の

質を高める市民ニーズが高まっています。少子高齢化の進展や社会の成熟化を見

据え、市民生活に豊かさとうるおいをもたらし、市民生活を支援する新たな産業

として、福祉・生活文化産業が発展する可能性があります。近年の事業所数ベー

スでは、福祉・教育分野の増加が顕著です。

2002（平成14）に川崎市産業振興財団が行った起業家に関するアンケート調査

によると、起業家の創業時の平均年齢は44.8歳で、シニア世代の起業家が約半数

に達しています。その起業の理由としては、「経験を活かしたい」などの自己実

現型の起業が特徴となっています。また、今後、力を入れたい事業としては、高

齢化社会を反映した、「医療、福祉、介護分野」などコミュニティビジネス型事

業に大きな期待が寄せられています。

新たな市民ニーズ、社会構造の変化に対応した新たな産業を支援・振興するこ

とは、新たな産業の創出に寄与するものと考えます。産業都市でありベッドタウ

ンである川崎市は、新たな産業創出の可能性が現実化している一方で、多くの市

民が他都市から多くの収入を得て産業成果を享受できる環境も整っています。

まず、福祉分野については、少子高齢化や核家族化の進展に伴い、高齢者等の

介護や生活支援について、家族や福祉制度だけでは十分な対応が困難となってお

り、こうした人々の生活に根ざした新たな産業の育成が課題となっています。そ

こで、川崎市では、福祉・生活文化産業の振興のため、市内企業等による福祉産

業創出ネットワークの構築や福祉産業振興セミナーの開催、ユニバーサルデザイ

ン製品の創出等に取り組んでいます。「かわさき福祉産業振興ビジョン」におい

て独自のガイドライン「かわさき基準（KIS＝Kawasaki･Innovation･Standard）」

を定め、自立支援をキーワードに、競争力の高い福祉製品の開発等を支援する取

り組みをはじめました。

新　た　な　動　向　②

○少子高齢化の進展･環境保全の必要など、新たな地域課題や市民ニーズが生まれています。これ

に産業が対応していくためにも、環境・福祉・健康・医療分野における産業の振興や地域課題解

決型ビジネス（コミュニティビジネス）の創出が必要です。

○これからは、コミュニティビジネスのような社会貢献に根ざした起業（社会的起業）が、環境、

福祉、教育などの問題をどのように解決していくかがポイントとなります。
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また、環境分野についても、これまで京浜工業地帯を中心に公害防止をはじめ

とする環境保全に取り組んできた強みを活かし、フォーラムや展示会を開催して、

国際的な視点に基づく環境産業施策を推進し、持続可能な社会構築に貢献しうる

環境関連企業の支援を進めています。国連環境計画（UNEP）と連携も進めてお

り、川崎市内の企業が持つ環境技術を活かした国際貢献を図るため、UNEPと連

携してビジネスフォーラムを開催しています。

さらに、地域課題解決型ビジネスといわれる、コミュニティビジネスへの注目

も集まっています。これからは、コミュニティビジネスのような社会貢献に根ざ

した起業（社会的起業）が、環境、福祉、教育などの問題をどのように解決して

いくかがポイントとなります。NPOがコミュニティビジネスを担う場合も多く見

受けられます。川崎市内を拠点として、認可されたNPO法人は228団体で、福祉

関係が137団体と最も多く、社会教育、子ども、まちづくり関係が多くなってい

ます。もっとも、NPO法人の数を人口1万人あたりでみると、川崎市は1.8団体、

神奈川県が2.4団体、全国平均が2.7団体となっており、川崎市は全国と比べると

やや低い水準にあります。

川崎市民のニーズに対応したコミュニティ作りとは?

専修大学ORC調査の分析によれば、「国勢調査（平成12年度）によれば、川崎市民

で就業している人口65万人の内、半数以上の38万人が市外に通勤している。特に26

万人は東京都に通勤しており、川崎市民が東京の会社から受け取る収入は、試算で

は1兆6900億円（650万円×26万人）に達する」（『川崎都市白書』）といわれ、同じく

ORCのアンケート結果によると、「川崎市民は、消費全体を抑制しながらも、それに

も関わらず高収入にリンクした娯楽、教養系サービスに対する強い欲求を持ってい

る」ことが明らかにされています。

なかでも、麻生区、多摩区の住民の多くは東京へ通勤しています。これら、北部

地域に居住するニューリッチ層はきわめて重要です。国勢調査結果では川崎市民の

20代、40代の中堅層が減少していますが、市民ニーズに対応した都市づくりを進め

ながら、産業面でも需要と供給のグッドサイクルを促すことが望ましいといえます。

そのためのひとつのポイントが、地域に根ざした地域課題解決をめざしたコミュニ

ティビジネスの創出です。

資料:川崎都市白書　徳田論文より作成
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第15節　都市の多彩な魅力の発見

優秀な産業人材をひき付けるためには、産業面だけではなく、生活環境の整備、

文化の繁栄、福祉の充実、教育機関の充実、都市アメニティの存在など、多くの

複合的な「都市の魅力」をレベルアップすることが必要となります。

本市には、工都として発展してきた経過から歴史的な産業遺産が多数存在する

ほか、近年では映像、音楽、芸術などの新たな地域資源も集積しつつあります。

「音楽のまち・かわさき」プロジェクト、アメリカンフットボールワールドカッ

プ、入場者数４年連続日本一を誇るチネチッタ、日本映画学校・映画スタジオな

ど映像文化の蓄積などが展開されています。

知識社会の創造のためには、都市アメニティあふれるわくわくするまちづくりをめ

ざし、川崎のさまざまな地域資源を活用して人々をひき付け、都市の魅力を発見して

いくことで、産業面でのグッドサイクルを形成させる視点が大切になってきました。

地域資源を都市の魅力として磨きあげることにより、本市のイメージアップを図ると

ともに、市内への集客を推進し市内経済の活性化をめざします。

音楽のまちかわさき　ミューザ川崎

本市では、市民が文化芸術に触れる機会を提供し市民の文化芸術活動への参加を

推進するとともに、地域に根ざした文化芸術活動を育成・支援する「音楽のまち・

かわさき」プロジェクトを推進しています。

その拠点として、川崎駅西口に、2004

（平成16）年、ミューザ川崎シンフォニー

ホールがオープンしました。ホールは約

2000席を有し、クラシックコンサートに

対応した音響性能を基本としたもので、

川崎市は東京交響楽団とこのホールを拠

点とするフランチャイズ制に係る提携を

し、新しい文化を創造・発信する場とし

て期待が寄せられています。

新　た　な　動　向　③

○知識社会の創造のためには、都市の魅力を高めることも必要です。都市アメニティあふれるわく

わくするまちづくりをめざし、「音楽のまちかわさき」「映画・映像のまち」「新百合ヶ丘・芸術

のまちづくり」、ホームタウンスポーツの振興、産業観光の振興などの取組みがさまざまな主体

の協力により進められています。

ミューザ川崎シンフォニーホール
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映画・映像のまち

首都圏に位置する本市の立地の優位性や豊富な映像資源をふまえ、市内に多くある

映像資源や映像関連施設を活用した、「映像のまちかわさき」が形成されつつあります。

川崎の映画館には32のスクリーンが集積し、そのうち13スクリーンを有するチネチ

ッタは、4年連続で観客動員数、興行収

入が全国1位となっています。

また、臨海部に立地するＴＨＩＮＫ

（テクノハブ・イノベーション川崎）内

に、映画監督が映画スタジオを新設し

たり、ＴＨＩＮＫ内の旧体育館が国内

最大級のデジタルスタジオとして新作

映画の制作が開始されるなど、徐々に

映画産業が集積しつつあります。

新百合ヶ丘・芸術のまちづくり

麻生区の新百合ヶ丘には、日本映画学校や昭和音楽大学が立地し、こうした地

域資源を活かした芸術のまちづくり

が進んでいます。日本映画学校は、

映像作家、技術者、俳優等を育成す

るための専門学校で新百合ヶ丘駅前

に立地しています。

また、「芸術のまち構想」の中核と

して、2007（平成19）年にアートセン

ターが完成しました。195席の舞台芸

術のアルテリオ小劇場と、113席の映

像専用ホールアルテリオ映画館などを

備えています。

ホームタウンスポーツ

川崎市では、サッカー・Ｊリーグの川崎フロンターレ

をはじめ、ホームタウンスポーツが盛んです。2007（平

成19）年には、第3回アメリカンフットボールワールド

カップ2007川崎大会が市内で開催されました。

新百合ヶ丘　アートセンター

アメリカンフットボールワールドカップ2007川崎大会

T H I N K
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産業観光などの取組み

川崎市のこれまでの産業立地の歴史や厚みに裏打ちされた、多様な業種にわた

る工場や研究施設の存在は、川崎市の大きな歴史的な財産であり、産業観光とい

う側面から光をあてることで、さまざまな魅力が再発見されつつあります。

市内の先端技術施設、研究開発施設、産業遺産などを活用した「産業観光モニ

ターツアー」や「産業観光検定」の実施などにより、市民及び市外在住者が川崎

の産業観光に触れ、理解する取組みを推進しています。

経済産業省「近代化産業遺産の活用による地域活性化推進事業」の中で、地域

活性化に役立つ近代化産業遺産として、「日本の重工業化の端緒となった京浜工

業地帯の重工業関連遺産群」が認定され、本市関係では、「川崎河港水門」「味の

素資料展示室の資料群」「昭和電工川崎事業所本事務所、川崎事業所内展示物」

「デイ・シイセメントサイロ」「東芝科学館の収蔵物群」「トーマス転炉」「沼田記

念館・ミツトヨ博物館の収蔵物群」が含まれています。

また、競輪・競馬事業や市制記念花火大会など各種のイベント事業を本市の観

光資源として効果的に活用することにより、市内への集客を推進しています。

トーマス転炉
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2 用途地域別面積
区 別 用 途 地 域 面 積 表

資料：川崎市都市計画情報
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4 人口・世帯数の推移
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6 年齢別人口の推移



11

資料編

7 区別人口の推移
（単位：人）�

8 全国の将来人口予測
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〔経済状況〕

9 市内総支出（名目）の推移
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10 市内総支出（実質：平成12年基準）の推移
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11 家計消費(川崎市)の推移

12 消費者物価(川崎市)の推移
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13 建築着工(川崎市)の推移
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(             )

14 川崎港の品目別貿易高（対外国）
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15 経済活動別市内総生産の推移
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16 市内総生産の増加率
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資料編

17 市内総生産の構成比
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18 平成12年川崎市産業連関表（生産者価格評価表：32部門）
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19 平成12年川崎市産業連関表（投入係数表：32部門）
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資料編

資料：川崎市「平成12年川崎市産業連関表」（平成18年3月）
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20 平成12年川崎市産業連関表（逆行列係数表（非競争輸入型）：32部門）
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資料編

資料：川崎市「平成12年川崎市産業連関表」（平成18年3月）
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21 平成12年川崎市産業連関表（逆行列係数表（競争輸入型）：32部門）
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資料：川崎市「平成12年川崎市産業連関表」（平成18年3月）
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〔就業構造〕

22 事業所数の推移
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23 従業者数の推移
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24 産業大分類別・男女別従業者数（平成17（2005）年）

25 職業大分類別・男女別従業者数（平成17（2005）年）
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26 常住地及び従業地の産業別従業者数（平成17年）
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〔建設業〕

27 建設業における産業小分類別の事業所数・従業者数（平成18年、民営）
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〔製造業〕

28 製造業における産業中分類別の事業所数・従業者数（全事業所）
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29 機械工業における産業小分類別の事業所数・従業者数（平成18年、民営）
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30 工業統計における産業別事業所数の推移
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31 工業統計における従業者規模別の事業所数の推移
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32 工業統計における産業別従業者数の推移
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33 工業統計における従業者規模別従業者数の推移
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34 工業統計における産業別製造品出荷額等の推移
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35 工業統計における従業者規模別製造品出荷額等の推移
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資料編

〔運輸・通信業〕

36 運輸・通信業における産業小分類別事業所数・従業者数（平成18年、民営）
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〔卸売業〕

37 商業統計における卸売業の業種別商店数
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38 商業統計における卸売業の業種別従業者数
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39 商業統計における卸売業の業種別商品販売額
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40 商業統計における卸売業の従業者規模別商店数（平成16（2004）年）
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〔小売業〕

41 商業統計における小売業の業種別商店数
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資料編

42 商業統計における小売業の業種別従業者数
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43 商業統計における小売業の業種別商品販売額
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資料編

44 商業統計における小売業の従業者規模別商店数（平成16（2004）年）
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〔サービス業〕

45 サービス業における産業小分類の事業所数・従業者数（平成18年、民営）
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川崎の産業2008

年　号 事　　　　　項

江戸時代 ・臨海部では、製塩、製糖業、内陸部では中野島の唐紙づくりのほか副業的
農産加工品の生産が行われる
・小泉次太夫、ニヶ領用水を完成

1870年 ・川崎－神奈川間に人力車が開業
1872年　・品川－横浜間鉄道の開通に伴い、川崎停車場（現在の川崎駅）が開設
1873年　・新橋－横浜間鉄道の貨物運輸が開始され、川崎停車場で貨物輸送の取り扱

いを開始
1883年 ・六郷川（現在の多摩川）に六郷橋が架設
1888年 ・細王舎（現在の小松部品（株））福嶋鉄工所、御幸練瓦工場設立

・市域の海面埋立工事開始
1889年 ・市政・町村制が施行され、川崎町が誕生
1893年 ・大師河原に梨の新種が発見され、長十郎梨と命名
1895年 ・稲田村の果樹栽培者、西部地区に稲生組合、東部地区に稲田梨桃組合を設立
1897年 ・島田毛織物製造所が中原村上小田中に設立
1898年 ・大師電気鉄道（株）、久根崎火力発電所設立

・中原銀行が設立
1899年 ・大師電気鉄道（株）が、六郷橋－川崎大師間で営業を開始

・大師電気鉄道（株）が京浜電気鉄道（株）（現、京浜急行電鉄（株））に改名
・合資会社高津銀行が、高津村溝ノ口に設立
・（株）川崎共立銀行が、川崎町小土呂に設立

1900年 ・（株）川崎共立貯蓄銀行が、川崎町新宿に設立
・玉川銀行が中原村小杉に設立
・（株）大師銀行が大師河原村に設立
・農事講習会修了者と農事に関する有志らにより、橘樹郡農友会が組織

1901年 ・（株）川崎銀行が川崎町新宿に設立
・京浜電気鉄道（株）六郷橋－官設大森駅間の電車運転を開始
・吉沢製紙工場が稲田村登戸に設立

1902年 ・京浜電気鉄道（株）六郷橋－官設川崎駅間の電車運転を開始
・大師河原村漁業組合が設立

1903年 ・小林製紙工場が稲田村登戸に設立
1905年 ・京浜電気鉄道（株）川崎－神奈川間が開通
1906年 ・横浜製糖（株）（後に明治製糖（株）に併合される）が御幸村南河原に設立

・大師河原村漁業組合、免許を得た養殖場300万坪を関誠之に委託し、蛤蜊
の養殖を開始
・（社）京浜競馬倶楽部が設立

1907年 ・日本電線（株）（三菱電線（株）の前身）が設立
・（社）京浜競馬倶楽部が競馬場を建設して川崎競馬を開催
・日本漁業（株）が大師河原村に設立

1908年 ・東京電気（株）川崎工場（後の、（株）東芝堀川町工場）が御幸村に設立
・安藤製紙（株）が稲田村菅に設立
・井上製紙工場が稲田村登戸に設立
・稲生組合と稲田梨桃組合を合併し、武蔵稲毛果物同業組合が設立
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資料編・年表

年　号 事　　　　　項

1909年 ・日本蓄音機製造（株）（後の日本コロムビア（株））川崎工場が川崎町久根
崎に完成
・武蔵煙草合名会社が川崎町に設立され、煙草の卸売を開始

1911年 ・大師河原村から三浦郡南下浦村まで沿海の漁民が神奈川県内湾水産組合を設立
1912年 ・日本鋼管（株）川崎製鉄所（現、JFEスチール東日本製鉄所京浜地区）設立

・川崎町議会全員協議会において、工場誘致を町是とすることを決議
・川崎青物市場が川崎町に設立
・稲田村漁業組合が設立
・麻真田工場として川崎町砂子に田辺工場、新宿に石井工場が操業

1913年 ・浅野総一郎が、鶴見川から扇町（現、川崎区）に至る約530万平方メートル
に及ぶ埋立事業に着手
・東京電気（株）、本社を東京市芝区三田四国町から御幸村南河原に移転
・川崎町堀之内に改良豆粕（株）が操業を開始
・日本鋼管（株）、平炉操業を開始
・大師河原魚介養殖会社が設立

1914年 ・合資会社鈴木商店（現、味の素（株））、川崎町で操業を開始
1915年 ・富士瓦斯紡績（株）川崎工場が完成、昼夜操業を開始
1917年 ・浅野セメント（株）（現、（株）デイ・シイ）が東京府深川から工場を移転

し、操業を開始
・日東製鋼設立

1918年 ・川崎－浜川崎駅間開通（南武支線）
1919年 ・川崎町、上水道起工式を御幸村戸手において挙行

・日本電線（株）川崎工場設立
1920年 ・日本鋳造（株）設立

・多摩川砂利鉄道（株）の設立
・川崎町堀之内に川崎町公設市場が設置
・川崎町堀之内に海岸電気軌道（株）が設立
・横浜興信銀行、川崎町新宿52番地に川崎支店を設置

1921年 ・多摩川砂利鉄道（株）を南武鉄道（株）に改称
・安田貯蓄銀行、川崎支店を設置
・大師貯蓄銀行、普通銀行として組織変更
・宮前小学校において川崎町上水道の通水式を挙行
・橘樹郡水産会が設立

1922年 ・京浜電気鉄道（株）、川崎運河を開墾し、合わせて住宅土地造成を完成
・中原村及び高津村に漁業組合が設立

1923年 ・東京製鋼（株）、日東製鋼工場敷地（現、河原町団地）を買収し、操業
・大師河原村、田島村町制を施行

1924年 ・川崎市制施行（人口50,188人、戸数5,796戸、工場100余）
・富士電機（株）が操業

1925年 ・明治製菓（株）川崎工場が操業
・多摩川に二子橋が架設、さらに六郷橋が架設され新国道が同時に開通
・中原町、町制を施行

1926年 ・東京横浜電鉄（現、東京急行電鉄（株））、丸子多摩川－神奈川間で営業開始
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年　号 事　　　　　項

1926年 ・鶴見臨港鉄道、弁天橋－浜川崎間で営業開始
・小田原急行鉄道（現、小田急電鉄（株））向ヶ丘遊園を開園
・東京電力（株）鶴見発電所（大川町）が操業

1927年 ・田島町が川崎市に編入
・川崎駅前に小美屋デパート（鉄筋４階建）が開店
・南武鉄道、川崎－登戸駅間及び矢向－川崎河岸駅間で営業開始
・小田原急行鉄道（株）新宿－小田原間で運輸営業を開始
・遊覧用豆汽車が向ヶ丘遊園地－稲田登戸駅間で開通
・玉川電気鉄道（現、東京急行電鉄（株））が溝ノ口まで乗人運輸営業を開始
・多摩川果物業組合が組織される
・東京横浜電鉄、丸子多摩川－渋谷間が開通
・川崎魚市場が開設

1928年 ・高津町が誕生
・川崎河港が鈴木町に築造
・中原町に上水道が通水
・三井物産（株）川崎埠頭事務所（現、三井埠頭（株））が営業開始

1929年 ・新鶴見操車場（現、幸区）が完成
・生田村細山部落、神奈川県農事特別奨励地として県から指定
・川崎市実業連合会、市制記念日に六郷橋下流で煙火大会を開催

1930年 ・南武鉄道、尻手－浜川崎駅間で営業開始
・鶴見臨港鉄道、鶴見－扇町間で営業開始
・鉄道省の川崎発電所（現、ＪＲ東日本）が発電開始
・中央水産（株）が営業開始

1931年 ・昭和肥料（株）川崎工場（現、昭和電工（株）川崎工場）が操業
・日本電力（株）東京発電所（東電鶴見火力発電所跡地）開設
・早山石油（株）川崎製油所（現、昭和シェル石油（株））、設立
・高津町に簡易水道が通水
・瓦斯人道橋（上平間地内から東京府への多摩川架橋）が完成
・三菱石油（株）川崎製油所、設立
・昭和６年から８年にかけて失業者激増、市内の常時失業者4,000名を超す

1932年 ・稲田町が誕生
・中原町小杉に川崎耕地整理出張所が設置
・大師河原に日本金属工業（株）川崎工場、戸手町に（株）池貝鉄工所工作
機械製造部川崎工場、中瀬町に池貝自動車製造（株）が設置
・日本通信工業（株）が操業
・東京横浜電鉄、渋谷－桜木町間が全線開通

1933年 ・多摩果物業組合連合会が設立
・中原町が川崎市に編入
・日本冶金工業（株）が操業
・日満倉庫（株）川崎埠頭事務所（現、東洋埠頭（株）川崎支店）が操業開始
・市街地建築物法に基づく市内の用途地域（住居・商業・工業・未指定の地
域）が内閣によって認可
・川崎市実業連合会を川崎市商工協会と改称
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年　号 事　　　　　項

1934年　・昭和醸造（株）（現、三楽（株）川崎工場）が操業
1935年 ・東亜港湾（株）が池上町周辺の約73万平方メートルに及ぶ埋立事業に着手

・京浜川崎駅前に京浜デパートが進出。地元小売商人は反対運動を展開
・多摩川に丸子橋が架橋
・富士電機製造（株）の通信部門が独立して富士通信機製造（株）（現、富
士通（株））設立
・三菱化工機（株）が操業

1936年 ・中原食品市場（株）、営業開始
・36号国道（京浜第２国道）の起工式を挙行
・沖電気（株）（現、沖電線（株））、化工機製作（株）（現、三菱化工機
（株）川崎製作所）、日本鋼管（株）扇町工場、日本電気（株）玉川工
場、東京電機（株）柳町工場、（株）帝国臓器製薬研究所高津工場（現、
あすか製薬（株）川崎事業所）、昭和電線電纜（株）渡田工場（現、同
川崎工場）が操業

1937年 ・高津町、日吉村の一部が川崎市に編入
・橘村が川崎市に編入
・稲田町に生田浄水場が完成
・工業用水道の一部が通水を開始
・県営京浜工業地帯造成工事の起工式を池上新田地先で挙行
・東京航空計器（株）、東京機械（株）、鋼板工業（株）、（株）川西機械製作
所、日本鋳造（株）川崎工場が操業を開始

1938年 ・宮前村、向丘村、稲田村、生田村が川崎市に編入
・川崎市商工協会、市産業課内に商工経営相談所を設置し中小商工業者の経
営診断を実施
・中小工場の経営、技術等の相談所機関として市立工業高校内に川崎工場相
談所が開設
・鶴見川崎臨港バス（現、川崎鶴見臨港バス）、鶴見－大師間などでバス営
業を開始
・日本金属工業（株）川崎工場、（株）東京衡機製造所溝口工場、東洋通信
機（株）、三菱重工業（株）川崎自動車製作所（現、三菱自動車工業（株）
東京自動車製作所）、特殊製鋼（株）（現、大同特殊鋼（株））、東京自動車
工業（株）操業開始
・富士通信機製造（株）、上小田中に工場が完成し、田辺新田から移転して
操業開始
・鶴見川崎臨港バスによって川崎・鶴見臨港工業地帯のバス網が統合調整

1939年 ・柿生村、岡上村が川崎市に編入
・川崎市中小工場連合会が結成
・日本鍛工（株）川崎工場（現、新日本鍛工（株）川崎工場）、（株）池貝鉄
工所川崎発動機工場（後の神明工場）、日本ヒュームコンクリート（株）
川崎工場（現、日本ヒューム管（株））が操業開始
・わが国初の工業用水道が竣工
・大師橋（川崎羽田線の多摩川架橋）が開通
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年　号 事　　　　　項

1940年 ・日本工学工業（株）、日立工作機（株）川崎工場（現、（株）日立製作所川
崎工場）が操業
・富士見公園（陸上競技場、庭球場、野球場、ラグビー場、児童遊技場用の
施設）が竣工
・川崎商工会議所設立
・川崎市立工業利用所が建設
・米穀配給通帳・外食券制が実施

1941年 ・（株）荏原製作所川崎工場が操業開始
・三菱重工（株）東京機器製作所川崎工作部が操業を開始
・中原地区に帝国通信工業（株）、大同製鋼（株）、不二越精機（株）が操業
を開始

1942年 ・日立造船（株）神奈川工場が操業
・大師臨港地帯土地区画整理事務所が大師河原出来野に開所
・川崎市食料品小売商業組合創立

1943年　・東京急行電鉄、大井町線を二子玉川から溝口駅まで延伸
1944年 ・川崎市営電気軌道敷設（市電）が営業を開始

・川崎市中央市場（現、南部市場）開設
・県、各市町村に対し決戦食糧増産のため、梨桃柿等果樹園の田畑への転用
を指示
・川崎市市民農園使用条例を公布施行

1945年 ・４月15～16日夜間、川崎大空襲、以後終戦まで日本鋼管など150社が被災
・終戦により市内の会社・工場の大部分が生産停止、日本光学川崎工場を初
めほとんどの会社・工場で工員の解雇
・川崎・新丸子・武蔵溝ノ口の各駅周辺などにヤミ市

1946年 ・川崎市が中原・高津・稲田・川崎・大師・御幸の各地区事務所を設置
・市設として最初の大島・大師の両マーケットを開設（後に渡田・御幸の両
マーケットを設置）
・市内の６地区（川崎・向丘高津・宮前橘・稲田・生田・柿生）に農地委員
会が設置
・商工省の地下資源調査所が久本に移転

1947年 ・県、農地改革の実態調査のため、稲田地区を一筆調査研究地区に指定
・川崎市中央市場江ヶ崎分場を大師河原夜光町に設置（後に大師分場と改称）
・川崎商工協同組合連盟が誕生
・川崎地区経済復興会議経営者連盟が結成
・川崎市商工振興対策委員会を設置
・川崎市港湾設備使用条例を公布

1948年 ・（社）川崎市信用保証協会が設立
・川崎市工場振興連合会が設立
・市内の10地区に農業調整委員会を設置

1949年 ・多摩川大橋（第二京浜国道の多摩川架橋）が完成
・川崎市自転車競争実施条例を公布、川崎競輪場が完成
・市内の中小商業並びに貿易の振興を図るため、経済部商工課に川崎市商工
相談所を設置
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資料編・年表

年　号 事　　　　　項

1949年 ・シャウプ勧告による新地方税法により、川崎市市税条例を公布施行し、市
民税所得割課税等を設置
・川崎競馬場が富士見町に完成
・川崎市中小企業金融対策委員会を設置
・市営バスが浜町３丁目－新丸子駅前間で初の営業を開始
・川鉄・川崎市職などを中心に川崎市労働組合協議会（市労協）が結成

1951年 ・川崎港が重要港湾（のち、特定重要港湾）に指定
・国から港湾管理区域の認可（川崎市長が港湾管理者）
・市営トロリーバスが川崎駅前－桜本間で営業開始
・市電が京浜急行大師線の桜本－塩浜間に乗り入れ
・農地委員会・農業調整委員会にかわる農業委員会を市内９地区に設置
・小美屋百貨店、駅前本町に新店舗を開店
・工業用水道第２期拡張事業工事に着手
・富士見野球場を川崎スタジアムと改称して公式野球場に
・県知事、川崎漁業協同組合に対し、川崎（大師河原）地先の海苔養殖漁場
区画の漁業権を新たに許可

1952年 ・京浜工業地帯造成事業促進協議会が発足
・市営埠頭に至る市営築港線が竣工し、夜間貨物輸送を開始
・中小企業に対する融資を開始
・市営埠頭の3000ｔ岸壁の竣工式と千鳥橋の開通式

1953年 ・川崎市金融会館を砂子１丁目に設置し、中小企業金融関係者に使用
・多摩水道橋が完成
・東亜港湾（株）が夜光町（２丁目）の２万２千平方メートルに及ぶ埋立事
業に着手
・川崎市が千鳥町の144万平方メートルに及ぶ埋立事業を着手
・川崎市の人口が40万人（12月末日現在402,148人）を突破

1954年 ・中小企業者に機械類の貸付・譲渡の制度を設置
・中小企業に対し、小口資金融資の斡旋を開始
・神奈川県工業試験所川崎市支所が設置
・神奈川県勤労婦人会館（現、勤労女性会館）が設置

1955年 ・（株）岡田屋が川崎駅前に開店
・工業用水道第２期拡張事業が完成
・京浜第２国道が前線開通
・川崎港に１万トン級けい船岸壁が完成

1956年 ・全川崎労働組合協議会（川労協）が結成（川崎市労協と川崎地区労の実現）
・神奈川県中小企業労働相談所が境町の県川崎労政事務所に附置
・川崎港港湾計画案が運輸大臣の承認取得
・（株）川崎さいか屋が川崎駅前に開店
・川崎市中央卸売市場及び中原分場・高津分場が農林大臣から中央卸売法に
基づく市場として認可
・上水道第４期拡張事業が完成
・百貨店法に基づき、川崎商工会議所に商業活動地要請協議会が設置
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川崎の産業2008

年　号 事　　　　　項

1956年 ・各農協単位の農業共済組合を統合し、川崎市農業共済組合が発足
・県企業庁・川崎市及び東亜港湾工業、川崎漁業協同組合及び生麦漁業協同
組合と埋立事業に伴う漁業補償協定に調印
・県企業庁・川崎市及び東亜港湾工業、川崎臨海工業地帯造成事業区域の土
地所有権等行使につき、３者協定を締結

1957年 ・神奈川県が川崎臨海工業地帯造成事業として、小島・浮島・扇島各町53万
平方メートルに及ぶ埋立事業に着手
・川崎市中央卸売市場で市場法に基づく卸売業務を開始
・県企業庁・川崎市及び東亜港湾工業、東京都大田協同組合と埋立事業に伴
う漁業補償協定に調印
・県議会、川崎レース倶楽部を売却することを可決
・川崎市及び東亜港湾工業、東京都大田区漁業協同組合と埋立事業に伴う漁
業補償協定に調印
・日本石油化学（株）（現、新日本石油精製（株））の第１次工事が完成し、
イソブロピルアルコール・アセトン・プロパンの生産を開始
・川崎市農業委員会に関する条例を公布
・上水道第５期拡張事業に着手
・川崎市中央卸売市場専用の貨物軌道（市場側線）が完成
・県、日本冶金工業ほか12社と川崎臨海工業地帯造成地分譲契約を締結
・川崎市の人口が50万人（９月１日現在、500,373人）を突破

1958年 ・首都圏整備委員会が市内の既成市街地の区域を指定
・川崎市中央卸売市場内に日本冷蔵（株）の冷蔵工場が完成
・国民金融公庫川崎支所が南町に設置され業務を開始
・川崎駅ビルが一部完成し、営業開始（昭和34年４月全館完成）

1959年 ・川崎市、市内中小企業者の公害除去施設に助成
・工業用水道第３期拡張事業の工事に着手
・市道川崎多摩川線（通称多摩沿線道路）の建設を開始
・県営川崎臨海工業地帯造成事業第２工区（末広町）・第３工区（浮島町の
一部）が完成
・工業等制限法（首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律）、
工場立地法、公布
・商工組合中央金庫横浜支店川崎出張所（現、同金庫川崎支店）が宮本町に
設置され業務を開始
・日本石油化学（株）のナフサ分解工場が完成
・川崎港に初の市営２万トン岸壁が完成
・川崎市文化財保護条例を公布
・東亜港湾（株）が夜光町（１丁目）の約40万平方メートルに及ぶ埋立事業
に着手

1960年 ・川崎市公害防止条例（旧条例）を公布
・横須賀線の川崎駅全面停車と東海道線の一部停車が実現
・川崎市中央卸売市場内に川崎市花き市場を開設
・川崎市中央卸売市場中原分場が宮内に完成
・市と民間合同の川崎臨港倉庫（株）が設立
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資料編・年表

年　号 事　　　　　項

1960年 ・日本石油化学（株）を中心とした石油コンビナートが形成
・小田原急行電鉄線百合ヶ丘駅が開設
・南武線の武蔵溝ノ口－登戸駅間が複線化
・南武線の武蔵中原駅・武蔵新城駅間に国鉄八王子管理所中原電車区が開設
・市営埋立第１区・第２区（千鳥町の一部）が完成
・県営埋立地の末広町・浮島町に通じる浮島橋が完成

1961年 ・東京芝浦電気（株）中央研究所（現、東芝（株）総合研究所）が設置
・川崎市中央卸売市場高津分場が溝口に完成
・新下水道法に基づき、川崎市下水道条例を制定
・県営の扇島埋め立て事業第１区が完成
・中小工業者に厚生施設改善のための資金貸付制度を設置
・神奈川県商工指導所川崎支所が宮本町の金融会館内に開設
・東京電力（株）川崎火力発電所が発電開始
・東芝科学館が小向工場敷地内に完成、開館
・（株）東京原子力産業研究所の原子炉が王禅寺に建設され運転開始（市内
初の原子の火）

1962年 ・東燃石油化学（株）を中心とした石油コンビナートが形成
・川崎駅前の公共地下道が完成
・末広町に日本原子力事業（株）の教育訓練用原子炉が運転開始
・上水道第６期拡張事業工事に着手
・県営の扇島埋立事業第２区が完成
・工業用水道第４期拡張事業工事に着手
・川崎港湾共同事務所が完成
・法務省入国管理局横浜入国管理事務所川崎港出張所が千鳥町に設置
・県営の川崎臨海工業地帯造成事業の第４区の１（浮島町の一部）が完成
・川崎市農業共済条例を制定

1963年 ・川崎市、「川崎市総合計画」を発表
・王禅寺に建設の武蔵工業大学原子力研究所の原子炉が運転開始
・県営の川崎臨海工業地帯造成事業の第４工区の２（浮島町の一部）が完成
・農政協力制度を設置
・神奈川臨海鉄道（株）が設立
・全市域がばい煙の排出の規制に関する法律による指定地城に
・県営の川崎臨海工業地帯造成事業が完成

1964年 ・国鉄浜川崎－塩浜駅間が開通
・塩浜操車場が完成し業務開始
・神奈川臨海鉄道の塩浜－水江町・塩浜－千鳥町・塩浜－浮島町間が開通
・上水道第５期拡張事業と工業用水道第３期拡張事業が完成
・中原観光協会、南武線武蔵小杉駅前に史蹟八百八橋を復元
・東亜燃料工業が浮島町の沖合に建設のシーバースが完成
・工業等制限法（首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律）
が改正され、川崎・横浜・川口三市もその対象に
・読売ランドが開園
・川崎日航ホテルが営業開始
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川崎の産業2008

年　号 事　　　　　項

1964年 ・市内の製造品出荷額等が１兆円超（1,083,012百万円）
1965年 ・第三京浜国道が開通

・東横線以東の市域（埋立地を除く）に工業等制限法が適用
・上水道第７期拡張事業に着手
・市経済局工業課公害係を衛生局に移し公害課に
・市営埠頭周辺の約61.2haが臨港地区に指定
・日本カーフェリー会社、川崎港と木更津港の間にフェリーボートを就航
・川崎駅に東海道線の準急列車上下４本と普通列車上下89本の停車が実現
・川崎市交通安全推進協議会が発足

1966年 ・東京急行電鉄、田園都市線を溝口から長津田駅まで延長
・首都圏整備委員会、市内の近郊整備地帯の区域を指定
・川崎港の多摩川河口に油はしけ専用の桟橋が完成
・工業用水道第４期拡張事業が完成
・川崎駅前の京浜急行線の高架工事がほほ完成し上下線とも開通
・南武線の登戸－立川間が複線化

1967年 ・市立産業文化会館が完成
・日本民家園が開園
・川崎市、トロリーバスの運行を廃止しその区間を市営バスに切り換え
・多摩川沿線道路と第２京浜道路との立体交差が完成
・等々力緑地内に市営陸上競技場が完成
・川崎市、扇島東埠頭（シビルポートアイランド）の建設計画を決定

1968年 ・東名高速道路が一部完成し、東京－厚木間など三区間が開通（川崎インタ
ーチェンジ開設）
・川崎市「第２次総合計画」を発表
・高速神奈川１号横浜線が開通
・三菱石油・昭和石油共有の京浜川崎シーバースが扇島沖に竣工
・東京製鋼（株）が茨城県へ移転

1969年 ・川崎市、市電を廃止し、代わりにワンマンカーを運行
・全国初の海水汚染防止のための廃油処理施設が完成
・大師・田島両保健所所管区域が公害病対象地域として認定

1970年 ・多摩川沿線道路が全面開通
・市内で初の光化学スモッグが発生（御幸地区から稲田地区）
・東燃扇島シーバースが竣工
・川崎市が日本鋼管（株）京浜製鉄所など37社（39工場）と大気汚染防止に
関する協定を締結
・川崎市、公害防止条例（旧条例）を廃止
・川崎駅東口駅前の大日日本電線（株）川崎工場跡地（約5.2ha）について
三菱グループ（代表三菱商事）が中心となり再開発計画（Ｋプロジェクト）
を発表
・県、市共同事業の河原町構想住宅団地の起工式挙行
・川崎商工会議所内に川崎総合開発委員会が設置され、三菱グループによる
大日日本電線（株）川崎工場跡地再開発問題等について検討
・京浜金属工業（株）が小島新田（現、小島町）に工業団地の土地造成を完成
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資料編・年表

年　号 事　　　　　項

1964年 ・（財）日本溶接技術センター（川崎区）が完成
・市内の製造品出荷額等が２兆円を超える（2,135,562百万円）
・川崎市園芸まつり（現、花と緑の市民フェア）開始

1971年 ・神奈川県と日本鋼管（株）が、約288万平方メートル（横浜側277万平方メ
ートル）に乃ぶ埋立事業に着手
・京王帝都電鉄の相模原線が完成し、京王読売ランド駅まで開通
・川崎市、公害研究所を設置
・日本鋼管（株）が扇島の241平方メートル（横浜側188平方メートル）に及
ぶ埋立事業に着手
・日本鋼管（株）京浜製鉄所、２高炉の火を消し長期減産へ

1972年 ・工業等制限法による市内工業制限区域の拡大や工業再配置促進法施行によ
る移転促進地域の指定
・工業再配置促進法が施行
・川崎市、札幌・福岡両市とともに指定都市に移行し川崎・幸・中原・高
津・多摩の５区を設置（昭和47年４月１日実施）
・川崎市、公害防止条例を公布
・川崎市、東扇島の約515平方メートル（シビルポートアイランド建設を含
む）に及ぶ埋立事業に着手
・川崎市、大気汚染の監視体制を強化するために川崎市公害監視センターを
開設
・神奈川県、農業振興地域指定
・川崎市中央農業協同組合が発足
・川崎漁業組合解散
・フルーツパークを開園
・川崎鍛造（株）、茨城県へ移転
・川崎市の人口が100万人を突破（６月１日現在1,002,097人）
・川崎市公害研究所が完成
・市民生活緊急対策本部設置
・川崎市内67工場、「工場緑化協定」に調印
・市民農園開園（野川）

1974年 ・川崎市、「新総合計画」を発表
・小田急多摩線が新百合ヶ丘駅から小田急永山駅まで開通
・この頃、工場跡地にマンション建設が進む

1975年 ・「川崎駅周辺再開発計画」を発表
・大日日本電線（株）、埼玉県熊谷市へ移転

1976年 ・国鉄武蔵野南線が開通
・三菱グループによるＫプロジェクトが中止
・川崎市、環境影響評価に関する条例を公布
・中小企業・婦人会館が開館
・内陸部工業系・商業系用途地域内開発指導基準制定
・日本鋼管扇島製鉄所、第１号高炉完成火入

1977年 ・市内工業制限区域内における大型工場の新増設の制限
・小田急線新百合ヶ丘駅周辺の開発開始
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川崎の産業2008

年　号 事　　　　　項

1977年 ・リエカ市（ユーゴスラビア）と姉妹都市締結
・全国初の環境アセスメント条例を施行
・新日本製鐵（株）の工場跡地にトラックターミナル（自動車整備事業団化）
が完成
・市内の製造品出荷額等が４兆円を超える（4,223,357百万円）

1978年 ・東京芝浦電気（株）玉川工場が栃木県へ移転
・国鉄、南武線の高架事業工事に着手
・第１回かわさき市民祭が開催
・川崎、横浜公害保健センターが完成

1979年 ・ボルチモア市（アメリカ）と姉妹都市締結
・緑化センターを開園
・扇町工業団地（日本鋼管（株）扇町工場跡地）が完成－川崎鍛造工業（協）
が工場集団化し移転
・東京化成工業（株）、日立精工（株）が神奈川県伊勢原市へ移転
・川崎市、「川崎市産業構造・雇用問題懇談会」を設置
・川崎港海底トンネル開通
・日本鋼管（株）京浜製鉄所第２高炉火入

1980年 ・日本アイ・ビー・エム（株）が川崎駅東口に業務ビル建築に着手
・川崎市が準大型店舗出店等の指導要綱、制定
・横須賀線の線路変更により新川崎駅が新設
・川崎市、「川崎市文化問題懇談会」を設置
・岡田屋モアーズが川崎駅前に開店
・明治製糖（株）が千葉県へ移転（跡地、テクノピア・パートⅠ）
・第１回「地方の時代」映像祭を開催

1981年 ・川崎市、マイコンシティ開発計画を発表
・川崎市産業構造・雇用問題懇談会が「川崎市産業構造の課題と展望」につ
いて提言
・瀋陽市（中国）と友好都市締結
・川崎駅東口地下街建設事業の起工式を挙行

1982年 ・日本鋼管（株）大島工場跡地に川崎金属工業団地（協）、川崎資源再生工
業（協）、工場アパートが完成
・公害病患者と遺族で組織された「川崎公害病友の会」が、国・企業に対し
て川崎公害訴訟を提訴
・高津区と多摩区の分区により、宮前区と麻生区が発足
・マイコンシティ建設計画の対象地区が栗木地区に決定
・川崎市中央卸売市場北部市場開場
・長期営農継続農地制度の創設

1983年 ・川崎市、横浜市、県の３首長、工業制限３法の見直しを国へ要望
・川崎市、「2001かわさきプラン」を発表
・「マイコンシティ開発計画」の基本調査結果を発表

1984年 ・情報公開制度を実施
・公文書館、開設
・川崎市メッキ工業（協）の工場集団化が、日本鋼管（株）大島工場跡地に完成
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資料編・年表

年　号 事　　　　　項

1985年 ・川崎テクノビア構想を発表
・川崎市、円高対策特別融資制度を設置
・池貝鉄工（株）溝口工場が茨城県へ移転（跡地、かながわサイエンスパーク）
・（株）荏原製作所川崎工場が藤沢市へ移転（跡地、三菱自動車（株））
・「かながわサイエンスパーク構想」民間より提言
・工業適地データバンク制度実施
・川崎テック工業団地（協）、川崎木型団地（協）及び川崎鉄工業団地（協）
の工場アパートが日本鋼管（株）大島工場跡地に完成

1986年 ・川崎市長、東京湾横断道路に出資を表明
・第２次川崎市文化問題懇談会が「キャンパス都市川崎」の創造について提言
・川崎市、未来型コミュニケーション・モデル都市構想（テレトピア・郵政
省）のモデル都市に指定
・川崎市、「新川崎駅周辺地区整備構想調査概要」を発表
・川崎駅東口広場と地下街「アゼリア」完成・開店
・川崎市、インテリジェント・シティ構想（建設省）のモデル都市に指定
・かながわサイエンスパーク、民活法第１号、認定、事業主体の（株）ケー
エスピー創立
・川崎臨海部整備構想策定

1987年 ・川崎市、ハイビジョン都市宣言
・「麻生区アメニティタウン計画」策定
・かながわサイエンスパーク着工
・川崎テクノピア・パートⅠ地区のＡ棟（東芝ＥＥＣビル）完成
・マイコンシティパートⅡ（南黒川地区）着工
・川崎市、情報化未来都市構想（通産省）のモデル都市に指定
・中国庭園「瀋秀園」を開園
・都市型ＣＡＴＶ局、小田急ケーブルビジョン（ＯＣＶ）あさお局を開局
・県、横浜、川崎両市の首長と経済・労働界代表が横浜でサミット（工業制
限見直しを要望）

1988年 ・菱星（西武・丸井）ショッピングセンター（ルフロン）開店（三菱電線跡地）
・浅野町工場会館が完成
・川崎テクノピア・パートⅠ地区のＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ棟（リクルート川崎テク
ノピアビル、興和川崎西口ビル、住宅・都市整備公団住宅、川崎市産業振
興会館）完成
・川崎市産業振興会館の開館
・市民ミュージアム完成
・都市型ＣＡＴＶ局、東急ケーブルビジョンが宮前区の一部地域で営業開始
・ウーロンゴン市（オーストラリア）と姉妹都市締結
・川崎駅ビル「ＢＥ」開店
・川崎駅東西自由通路完成
・川崎臨海部の将来像及び具体的整備のあり方について「川崎臨海部21世紀
懇談会」に諮問
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川崎の産業2008

年　号 事　　　　　項

1989年 ・川崎総合物流運輸（協）のトラックアパート（白石町）、大川町工業団地
（協）の工場アパート（大川町）、（協）川崎卸センターの卸売団地が東京
電力跡地に完成
・大川町産業開館が完成
・かながわサイエンスパークの開所
・川崎地下街アゼリア連絡通路の開通
・神奈川工業試験所川崎支所の廃止
・（財）神奈川高度技術支援財団設立
・「川崎臨海部21世紀懇談会」から最終答申
・川崎市、ハイビジョンコミュニティ構想（通産省）のモデル地域に指定
・マイコンシティ（南黒川地区）完成
・（財）川崎市国際交流協会設立

1990年 ・日本鋼管第２高炉停止
・シェフィールド市（イギリス）と友好都市締結
・川崎縦貫道路計画案、神奈川県都市計画審議会で了承
・新川崎地区90ha整備事業、建設省の新都市拠点事業に
・川崎再開発ビル「パレール」開業
・市民オンブスマン制度開始
・JR川崎駅西口広場完成
・南武線（武蔵小杉－第３京浜道路交差部門）の高架化完成

1991年 ・新百合ヶ丘駅前信託ビル「新百合トゥエンティワン」開業
・川崎新都心情報センター「ニューメディアプラザ」開設
・川崎市港湾計画承認
・川崎市内の生産緑地、神奈川県都市計画審議会で了承
・瀋陽市（中国）との友好都市10周年を記念し、「中国・瀋陽大物産展」を
開催
・欧州２都市と友好提携

1992年 ・ザルツブルグ市（オーストリア）、リューベック市（ドイツ）と友好都市
締結
・川崎でデザインフェア開催
・国際ビジネス交流促進へ基盤施設計画

1993年 ・川崎市の就業人口でサービス業が最多に（90年国勢調査）
・川崎市「川崎新時代2010プラン」を発表
・川崎市の人口が120万人突破（６月１日現在1,200,498人）
・「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」を施行
・「川崎市輸入促進地域整備推進協議会」を設置

1994年 ・日本開閉器工業が川崎へ本社を移転
・川崎市、市制70周年記念式典を開催
・川崎市、運河活性化へ協議会
・川崎市の臨海部、交通環境改善100社が協議会設立

1995年 ・「マイコンシティ」（栗木地区）の分譲を開始
・「ジェトロ川崎ＦＡＺセンター」が開設
・第３セクター「かわさきファズ株式会社」を設立
・日本スタンダードが川崎に新本社ビルを整備
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資料編・年表

年　号 事　　　　　項

1996年 ・川崎市産業振興財団とスマートバレー公社の提携によるホームページを作成
・川崎市の職員採用試験の「国籍条項」を撤廃
・沖縄県那覇市と友好都市協定締結
・かわさき市民放送（FM K-City）が開局
・郵政省の外郭団体通信・放送機構が情報通信の研究拠点「川崎リサーチセ
ンター」を開設
・韓国、富川市と友好都市協定締結
・神奈川県、横浜市とともに産業廃棄物の中間処理施設の事業主体「財団法
人かながわ廃棄物処理事業団」を設立
・「産業のまちネットワーク推進協議会」の設立総会を開催

1997年 ・「かわさきマイスター」制度の創設
・デルコンピュータが本社を渋谷区から移転
・「川崎市情報化基本計画」の策定
・通産省により「エコタウン事業」の承認
・麻生区に「ビブレ」がオープン
・高津区に「ノクティー」がオープン
・「かわさき21産業戦略アクションプラグラム」の策定
・東京湾アクアラインの開通

1998年 ・アメリカ・シリコンバレーに川崎市職員を派遣
・通商産業省・建設省より地域産業集積活性化法に基づく「基盤的技術産業
集積の活性化計画」（広域京浜地域）の承認

・公用車に７都県市指定低公害車の導入を決定
・環境事業団が「ゼロエミッション企業団地」の建設支援事業に選定
・かわさきファズ物流センターが開業
・「手塚ワールド」建設候補地に決定
・幸区の多摩川河川敷に水上バス発着場が完成
・川崎区に「ミナトマチプラザ」がオープン
・中国東北大学が駐日事務所を開設
・公設小売市場の廃止

1999年 ・地域振興券使用開始
・川崎駅周辺を中心市街地活性化法の中心市街地として指定し、「川崎駅周
辺市街地活性化基本計画」を策定
・ロボット創造国際競技大会を川崎市を含む県内４市での開催が決定
・岡本太郎美術館（多摩区）オープン　同時に川崎市菓子協議会が記念銘菓
「ＴＡＲＯの夢」を発売
・ものづくり都市川崎フォーラムにて，「ものづくり都市川崎」宣言

2000年 ・かわさき農産物ブランド「かわさきそだち」を公募で決定
・「川崎駅周辺市街地タウンマネージメント構想素案」作成
・大規模小売店舗立地法（大店立地法）施行
・新川崎・創造のもり地区（幸区）にＫスクエア・タウン・キャンバス開設
・産業振興会館にＳＯＨＯオフィス「かわさき夢オフィス創房」開設
・新事業創出促進法に基づき「川崎市地域プラットフォーム基本構想」策定
・同基本構想に基づき、川崎市産業振興財団を中核的支援機関と認定



66

川崎の産業2008

年　号 事　　　　　項

2000年 ・ロボット創造国際競技大会プレ大会開催（とどろきアリーナ）
・世紀越えカウントダウンイベント開催

2001年 ・中小企業支援法に基づく事業実施指定法人として、川崎市産業振興財団を
指定
・「川崎市周辺市街地タウンマネージメント構想（中小小売商業高度化事業
構想）」を策定
・市議会で直接請求に基づく「地域経済振興基本条例案」を審議（否決）
・中心市街地活性化法に基づく、タウンマネージメント機関（ＴＭＯ）とし
て、川崎市産業振興財団を認定
・川崎市産業振興財団内に「川崎市中小企業サポートセンター」を開設
・川崎市産業振興財団が、新産業政策研究所を設置
・サイエンスシティ川崎戦略会議、及び公開シンポジウムを開催
・ロボット創造国際競技大会（ロボフェスタ神奈川2001）川崎会場開催（と
どろきアリーナ）
・阿部市長就任

2002年 ・都市再生総合整備事業に基づき「南渡田周辺地区」を特定地区として指定
・地域商業振興ビジョン策定
・「東京圏におけるゲノム科学の国際拠点形成」を第４次都市再生プロジェ
クトに決定
・Buyかわさきフェスティバル開始
・日独福祉関連産業ビジネス交流ミッション団派遣
・シリコンバレー地域交流推進事業
・「川崎殿町・大師河原地域」「浜川崎駅周辺地域」都市再生緊急整備地域
に指定
・川崎市及び横浜市の臨海地域が「京浜臨海都市再生予定地域」に設定される
・都市再生総合整備事業に基づき「塩浜周辺地区」を特定地区として指定
・ゼロエミッション工業団地稼動
・川崎駅東口にラ チッタ デッラオープン
・ＪＲ川崎駅東西自由通路に川崎名産品コーナー試験店オープン（15年３月まで）

2003年 ・かわさき新産業創造センターオープン
・サイエンスシティ川崎戦略会議「科学を市民の手に－サイエンスシティか
わさきをめざして」提言
・登戸地区商業ビジョン基本計画書策定
・「国際環境特区」と「国際臨空産業・物流特区」が認定
・「川崎駅周辺地域」都市再生緊急整備地域に指定
・イノベーション推進会議設置
・「のぼりとチャレンジショップ」オープン
・川崎駅東口大規模商業ビル「ＤＩＣＥ」オープン
・かわさきライフサイエンスネットワーク会議設置
・キヤノン、東芝柳町工場跡地進出発表

2004年 －市制80周年－
・たま市民生活・文化産業おこしフォーラム結成
・福祉産業創出フォーラム
・ＪＲ川崎駅東西自由通路に観光案内所がオープン
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資料編・年表

年　号 事　　　　　項

2004年 ・マイコンシティ事業用借地制度開始
・川崎大師大開帳奉惨
・THINK（テクノハブイノベーション川崎）「まちびらき」
・事業所・企業統計調査、商業統計調査、サービス業基本調査実施
・４都県市の連携によりＣＬＯ（ローン担保証券）スタート
・ミューザ川崎オープン
・サントリー商品開発センター竣工
・川崎市・国際連合大学ゼロエミッションフォーラム合同「ゼロエミッショ
ンフォーラム・イン・かわさき」開催
・かわさき福祉・UD製品逆見本市

2005年 ・１月　「川崎ものづくりブランド推進協議会」発足
・３月　「臨海部再生シンポジウム2005」開催
・３月　NEC玉川ルネッサンスシティ完成
・３月　「川崎市科学技術振興指針」策定
・３月　「かわさき「農」の新生プラン」策定
・４月　JR横須賀線武蔵小杉新駅設置に関する覚書の締結
・６月　「かわさき産業振興プラン」策定
・６月　「かわさき観光振興プラン」策定
・６月　「かわさき地産地消推進協議会」発足
・７月　「第１回環境産業フォーラム」開催
・12月　「川崎エコタウン」（国連大学ゼロエミッションフォーラムブック

レット/海象社）発刊
2006年 ・１月　国内の自治体としては初めて国連「グローバル・コンパクト」への

参加を表明
・２月　川崎市立多摩病院（多摩区宿河原）開院
・２月　「藤子・F・不二雄ミュージアム」（2011年開館予定）の建設で藤

子プロと基本合意
・２月　ドイツNRW州ドイツ年「ライフサイエンスセミナー」川崎市開催
・３月　川崎市初の「産業連関表（平成12年）」完成
・４月　宮前スポーツセンターオープン
・４月　「川崎駅周辺総合整備計画」発表
・４月　鷺沼プール跡地に憩いの場「カッパーク鷺沼」オープン
・６月　「第１回かわさき科学技術サロン」開催
・６月　登戸駅、南北自由通路及びぺデストリアンデッキ等が本格供用を開始
・９月　JR川崎駅西口駅前の東芝堀川町工場跡地に大型複合商業施設

「ラゾーナ川崎プラザ」オープン
・９月　川崎市と韓国・富川市「交流10周年」記念イベント開催
・９月　「京浜工業地帯の父」浅野総一郎の映画「九転十起の男」公開
・10月　「川崎火力発電所1号系列の蒸気を利用した千鳥・夜光地区コンビ

ナートにおける共同事業」川崎スチームネット株式会社設立
・10月　川崎地下街アゼリアがオープン20年を迎えエレベータの増設や最新

の省エネルギー空調システム導入
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川崎の産業2008

2006年 ・10月　国内最大級といわれるカワサキハロウィンが10周年
・10月　太陽光発電協定店制度発足
・10月　「産学連携・試作開発促進プロジェクト」第1回モノづくり連携大

賞日刊工業新聞社賞受賞
・11月　大師橋の架け替え完了

2007年 ・２月　第１回かわさき新エネルギー・環境展開催
・３月　「川崎市イノベーション状況基礎調査」報告書作成
・４月　昭和音楽大学・新百合ヶ丘キャンパス開校
・７月　アメリカンフットボールワールドカップ2007川崎大会（決勝戦等々

力陸上競技場）開催
・10月　信用保証協会保証付融資に責任共有制度を導入
・10月　川崎市アートセンター新百合ヶ丘にオープン
・10月　川崎市新エネルギー振興協会設立
・10月　セレサ川崎農業協同組合統合10周年
・11月　地域再生計画「川崎市企業誘致・産業立地促進計画」策定
・11月　「川崎産業観光読本」（川崎産業観光振興協議会）発刊
・12月　麻生区の禅寺丸柿が国の登録記念物に
・12月　明治大学との連携・協力に関する基本協定締結

2008年 ・２月　川崎市先端産業創出支援制度（イノベート川崎）の策定
・３月　「かわさき福祉産業振興ビジョン」策定

年　号 事　　　　　項
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資料編・年表

村上　啓一 川崎市経済局産業政策部長 委員長

徳田　賢二 専修大学社会知性開発研究センター／

都市政策研究センター兼担教員　経済学部教授 副委員長

伊藤　和良 川崎市経済局産業政策部企画課長

原田　津一 川崎市経済局産業振興部工業振興課長

川村　真一 川崎市経済局産業振興部新産業創出担当主幹

田村　 豊 川崎市経済局産業振興部商業観光課長

a田　 明 川崎市経済局農業振興センター参事・農業振興課長

小泉　幸洋 財団法人川崎市産業振興財団産業支援部長

｢川崎の産業2008合同編集委員会｣

委員名簿

事務局：専修大学尾羽沢研究員、企画課五明・澤田　

執　筆：青木　成樹（（株）価値総合研究所産業政策室　主席研究員、

専修大学都市政策研究センター研究員）第1章第1節、第2節の一部

尾羽沢信一（フォアサイトリサーチラボ　代表、

専修大学都市政策研究センター研究員）第1章第2節の一部、

第2章、第3章

（役職は平成20年3月現在）




