


60　川崎市全町内会連合会創立60周年記念誌

旧国鉄川崎駅前（昭和39年）

昭和36年
12月 ○ 川崎市連合町内会連絡会結成大会が開かれる（市立労働会館）。
 ○ 町内会･自治会など318団体が参加し ｢市内各連合町内会相互の連絡を密にし､

地域社会の振興発展をはかる｣ ことを目的に結成｡ 規約を決めると共に、初代会長
に高昇三氏が選出される｡

昭和37年
 4月 ○ 防犯灯補助金交付要綱ができる｡
 5月 ○ 町内会･自治会に対する市の諸交付金増額並びに市広報課内市民係（仮称）の新設

についての陳情書を提出する｡
10月 ○ 川崎市美化運動実施本部が発足する｡
11月 ○ 防犯灯設置補助金交付要綱ができる｡

昭和38年
 9月 ○ 川崎市全市域が ｢煤煙の排出の規制等に関する法律｣ の指定地区となる｡
12月 ○ 常任理事会で､ ①町内会･自治会未加入世帯の解消　②広報紙の配布　③防犯灯補

助金の増額について協議する｡

昭和39年
 6月 ○ 総会において永年勤続町内会長及び退任理事に対して感謝状を贈る｡
 7月 ○ 新潟地震被災に対する見舞い金の募金活動で1,140万円が集まる｡ 地震罹災者に対

する見舞いと被害状況視察を行う｡

昭和40年
 4月 ○ 防犯灯維持費の助成金が80％に増額される｡
 6月 ○ 第２代会長に横山央氏が選出される｡
12月 ○ 青森県三沢市大火罹災者に対する募金を行う｡

昭和41年
 3月 ○ 大師及び中原町内会連合会で町内活動についての世論調査を行う｡
 7月 ○ 総会において３月に行った世論調査の結果報告を行う｡
12月 ○ 川崎市連合町内会連絡会結成５周年記念大会が開催される｡

昭和42年
 4月 ○ 市長選挙で金刺不二太郎氏が再選される。
 8月 ○ 第３代会長に明石正義氏が選出される｡
10月 ○ 新潟･山形地方集中豪雨罹災者に対し見舞金を贈る｡

昭和43年
 2月 ○ 常任理事会で町内会･自治会敷地の免税措置について協議をする｡

1961 ●

1962 ●

1963 ●

1964 ●

1965 ●

1966 ●

1967 ●

1968 ●

結成から50年まで
昭和36年 - 平成23年
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市営埠頭を埋める輸出自動車（昭和42年） 中原区役所の開設記念式典

 4月 ○ 町会長バッジを制定する｡
 5月 ○ 稲田･生田･柿生３地区の連合会で町内会等の活動について世論調査を行う｡
 5月 ○ 小田･田島中央･臨港３地区の連合会で町内会等の活動について世論調査を行う｡
12月 ○ 大気汚染防止法･騒音規制法が施行される｡

昭和44年
 4月 ○ 川崎市は、市電を廃止し、ワンマンカーバスを運行する。
 8月 ○ 川崎市連合町内会連絡会の名称を川崎市全町内会連合会とする。
10月 ○ ｢町会花壇コンクール｣（美化新生活運動･高津支部）に､ 二子第５町会など５団体

が参加｡

昭和45年
45年度 ● 市・県から初めて助成金の交付を受ける（市65万円、県126万円）｡
11月 ○ 百合丘誕生10周年記念文化祭を開催する｡
12月 ○ 東パキスタン災害罹災者に対する見舞金（411,127円）を贈る｡

昭和46年
46年度 ● 町会長へ市営バスの無料乗車証が交付される｡
 4月 ○ 市長選挙で伊藤三郎氏が当選する｡
 8月 ○ 町内会･自治会館建設資金の融資制度が発足する｡

昭和47年
 3月 ○ 生田地区町会連合会が交通安全優良団体として市長より表彰される｡
 4月 ○ 川崎市が政令指定都市となり､ 区制が施行される（川崎区､ 幸区、中原区､ 高津区､

多摩区）｡
 4月 ○ 川崎市屋外広告物条例が施行される｡
 7月 ○ 中原区町内会婦人部連絡協議会が発足する｡
 9月 ○ 高津区の市営高山団地周辺９町内会が向ヶ丘診療所の拡充を求め署名運動を行う｡

昭和48年
 4月 ○ 生田緑地周辺８町内会等が ｢緑地の民間ゴルフ場開放｣ を求める請願を行う｡
 5月 ○ 川崎市の人口が100万人を突破｡
 6月 ○ 川崎信用金庫からテント100張りの寄贈を受ける｡

昭和49年
 2月 ○ 多摩区の菅町会が多摩川の船着場近くに記念碑を建立する｡
 6月 ○ 川崎区の桜本２丁目町内会が、桜本児童公園内に相撲の土俵を設ける｡
10月 ○ 幸区の南幸町町内会が、空ビン回収で市長より表彰される｡

1969 ●

1970 ●

1971 ●

1972 ●

1973 ●

1974 ●
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高津市民祭で外国人が飛び入り参加（昭和
51年）

ロッテの川崎進出で握手する伊藤市長、
松井球団社長、金田監督（昭和52年）

昭和50年
 8月 ○ 第４代会長に青山清次氏が選出される｡
 8月 ○ 幸区の河原町団地で、犯罪防止のための夜間パトロールを始める。
11月 ○ 百合丘生誕15周年文化祭を開く｡

昭和51年
 9月 ○ 地域住民組織研究会で市内一円を視察する｡

昭和52年
 7月 ○ 川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付制度が発足する。
10月 ○ ｢川崎市八ヶ岳少年自然の家｣ と甲府市を視察する｡
12月 ○ ロッテ球団歓迎市民集会に参加する｡

昭和53年
10月 ○ 第１回 ｢川崎市民祭り｣ が開かれ参加する｡

昭和54年
 5月 ○ アメリカ合衆国ボルチモア市との姉妹都市提携に参加する｡
 6月 ○ 川崎市市民自治財団を設立する｡
 6月 ○ 第１回多摩川美化活動を実施する｡
 8月 ○ 第５代会長に大島保氏が選出される｡

昭和55年
 4月 ○ 自動車に「川崎ナンバー」が誕生する。
 6月 ○ 幸区の河原町団地自治会で､ 駐在所の巡査部長へ感謝状を贈る。
 6月 ○ 第１回市内統一美化活動を実施する｡
12月 ○ 百合丘地区結成20周年記念を祝い、百合ヶ丘駅前に時計塔を設ける。

昭和56年
 1月 ○ 市議会で高津区と多摩区の分区線引きが決まる｡
11月 ○ 生田地区町内会連合会が20周年記念式典を開く｡
12月 ○ 国際障害者年募金運動より車椅子13台､ 補聴器20個を川崎市に寄贈する｡

昭和57年
 7月 ○ 分区により７区となる｡（宮前区､ 麻生区誕生）。
 9月 ○ 障害者福祉活動として黄色いハンカチ6,000枚を川崎市に寄贈する｡

昭和58年
 4月 ○ 川崎市自主防災組織活動助成金交付制度を発足させる｡
12月 ○ 川崎市総合自治会館が開館する｡

1975 ●

1976 ●

1977 ●

1978 ●

1979 ●

1980 ●

1981 ●

1982 ●

1983 ●
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昭和59年
 6月 ○ 中原区苅宿町内会が緑化推進運動功労者の総理大臣表彰を受ける｡
 7月 ○ 麻生区多摩美町会が地域の緑を守ろう､ と市に陳情を行う｡

昭和60年
11月 ○ 第１回住民組織研究会で水上勉氏が ｢人間について｣ 講演｡
11月 ○ 障害者福祉専門委員会が福祉機器展の視察と講演会に参加する。

昭和61年
10月 ○ 第１回川崎市全町内会大会を開催する｡
10月 ○ 自転車等の放置防止に関する条例を施行する｡
11月 ○ 川崎地下街アゼリアが、川崎駅東口広場にオープン｡
12月 ○ ７月６日の衆参同日選挙の啓発に積極的に参加し､ 自治大臣から表彰を受ける。

昭和62年
 2月 ○ 住民組織研究会で俵孝太郎氏が ｢これからの政治とくらし｣ 講演。
 6月 ○ 姉妹都市提携10周年でリ工力市に訪問代表団を派遣する。

昭和63年
 5月 ○ 姉妹都市ウーロンゴン市（オーストラリア）に代表団員を派遣する。
11月 ○ 「川崎市市民ミュージアム｣ がオープンする｡
12月 ○ 川崎区本町２丁目町内会で ｢火の用心｣ のパトロールを行う。

平成元年
 1月 ○ ソ連･アルメニア共和国地震災害救援募金を行う。
 2月 ○ 川崎市自治功労賞を制定及び第１回功労者を表彰する。
 3月 ○ 川崎区の町内会婦人部等が ｢市営老人ホーム建設｣ の署名を市議会に提出する｡
 5月 ○ 姉妹都市ボルチモア市に代表団員を派遣する｡
 7月 ○ 第６代会長に山口武氏が選出される｡
11月 ○ 市長選挙で髙橋清氏が当選する｡
11月 ○ 高津区の工場跡地に「かながわサイエンスパーク（KSP）」がオープン｡

平成2年
11月 ○ 生田地区町会連合会30周年記念式典を開く（記念誌を発行）。
12月 ○ 川崎市医薬品等ソ連緊急協力市民委員会 ｢愛の手募金活動｣ を推進する｡

平成3年
 3月 ○ ｢ソ連愛の手募金｣ で募金27,719,602円が集まる｡
 8月 ○ 雲仙･普賢岳の火山活動が長びく中で ｢雲仙募金活動｣ を実施する｡

1984 ●

1985 ●

1986 ●

1987 ●

1988 ●

1989 ●

1990 ●

1991 ●

地下街アゼリアがオープン（昭和61年） 日本を代表する写真家10人の作品展が開かれ
た市民ミュージアム写真展示室（昭和63年）

かながわサイエンスパーク（KSP）
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ソ連への医薬品　第１便出発式

10月 ○ ｢雲仙募金｣（68,192,416円）を島原市と深江町に寄託する｡
12月 ○ 川崎市全町内会連合会創立30周年記念大会を開催する。

平成4年
 4月 ○ 「川崎市平和館」の開館（中原区）
 7月 ○ 北海道中標津町と友好都市を結ぶ
10月 ○ ｢あさおまつり唄｣ 区民まつりで披露される（麻生区）
11月 ○ 全町内会大会で俳優の米倉斉加年氏が「芝居と､ 絵と､ 人生と」と題して講演

平成5年
 1月 ○ ７区のシンボルマークが決まる
 2月 ○ 自治功労賞贈呈式で、ボストンマラソン優勝者・山田敬蔵氏が講演
 8月 ○ 北海道奥尻町の地震災害救援募金への協力（奥尻町へ53,254,556円を送金）
10月 ○ 川崎駅東口のイベント「いいじゃん かわさき」開始

平成6年
 2月 ○ 自治功労賞贈呈式で、琵琶奏者・上原まり氏が講演と演奏「私と琵琶」
11月 ○ 市制70周年記念・全町内会大会

町内会自治会役員永年勤続功労者表彰
評論家・森田実氏が「どうなる日本の政治」と題して講演

12月 ○ 市のシンボルマーク決まる。

平成7年
 2月 ○ 兵庫県南部地震被災者救援募金（見舞金162,833,402円）
 6月 ○ 自主防災組織からの要望（自主防災組織の充実・強化等９項目）

平成8年
 5月 ○ 市政だよりの月２回発行開始
 7月 ○ 「かわさき市民放送」開始
11月 ○ 全町内会大会で落語家・桂米丸師匠が ｢笑いと人生｣ で講演
11月 ○ 多摩区自主防災組織連絡協議会が発足

平成9年
 3月 ○ 川崎市自主防災組織連絡協議会の設立
 7月 ○ 第７代会長に中島豪一氏が選出される。
 9月 ○ 川崎市が「こども110番」事業の支援スタート
12月 ○ 東京湾アクアライン（15.1㌔）が開通  普通車料金は4,000円

平成10年
 1月 ○ 県に対して要望（全町連への県広報活動団体報奨金補助を）

1992 ●

1993 ●

1994 ●

1995 ●

1996 ●

1997 ●

1998 ●
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アクアライン開通

10月 ○ ｢かながわ･ゆめ国体｣ への協力

平成11年
 6月 ○ 全国自治会連合会に加盟（神奈川県全町内会連合会を結成）
 9月 ○ 川崎大師観光ボランティア養成事業開始（川崎区）
10月 ○ 「岡本太郎美術館」オープン（多摩区）

平成12年
 2月 ○ 麻生まちづくり会議発足（麻生区）
 3月 ○ かわさき大師観光ガイドの会発足（川崎区）
 3月 ○ 長野県佐久市と ｢交流都市宣言書｣ の交換式（宮前区）
12月 ○ 中原･麻生世紀越えカウントダウンイベント開催

平成13年
 2月 ○ 麻生観光協会発足（麻生区）
 9月 ○ ７都県市合同防災訓練が新川崎地区をメイン会場に行われる。（幸区）
 9月 ○ 北海道中標津町との友好都市活動を実施する。
10月 ○ 市長選挙で阿部孝夫氏が当選する。
11月 ○ 創立40周年記念 第16回川崎市全町内会大会

平成14年
 ４月 ○ 人権オンブズパーソン制度創設
 ４月 ○ 政令指定都市移行30周年
 ７月 ○ 第84回全国高校野球選手権神奈川大会で桐光学園が初優勝　夏の甲子園に出場
 ９月 ○ 児童虐待防止の「子どもSOSカード」を全児童・生徒に配布

平成15年
 ２月 ○ 「かわさき新産業創造センター」が幸区にオープン
 ４月 ○ 全市立小学校にわくわくプラザ開設
 ５月 ○ 子どもが自由に遊べる施設「子ども夢パーク」がオープン

平成16年
 ４月 ○ 川崎市人口130万人突破
 ４月 ○ 家庭系粗大ごみの収集を全面有料化　事業系ごみの収集を許可業者へ委託
 ７月 ○ ミューザ川崎シンフォニーホール開館（市政80周年）
 ９月 ○ 新総合計画基本構想素案と自治基本条例素案についてタウンミーティングを各区で開催

平成17年
 １月 ○ 子どもを狙った犯罪対策に市立小学校１・２年生全員に防犯ブザーを配布
 ４月 ○ 川崎市自治基本条例施行

1999 ●

2000 ●

2001 ●

2002 ●

2003 ●

2004 ●

2005 ●
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 ７月 ○ 地域の課題解決を目指す「区民会議」の試行を開始
11月 ○ 市総合コンタクトセンター「サンキューコールかわさき」を開設

平成18年
 ２月 ○ 市立多摩病院開院
 ４月 ○ 「カッパーク鷺沼」がオープン
11月 ○ 地方分権推進タウンミーティングを開催

平成19年
 ４月 ○ 普通ごみ収集が週４回から週３回へ　ミックスペーパー分別収集のモデル実施範囲拡大
 ４月 ○ 昭和音楽大学の新百合ヶ丘キャンパスが開校
 ５月 ○ 麻生区の禅寺丸柿が国登録記念物に認定
10月 ○ アートセンター開館

平成20年
 ４月 ○ 人工海浜がある東扇島東公園が開園
 ４月 ○ 市内初、大型農産物直売所の「セレサモス」がオープン
 ７月 ○ 市内初、宮前区で「コミュニティバス」の運行を開始

平成21年
 ４月 ○ 川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）を開催
 ７月 ○ ミューザ川崎シンフォニーホール開館５周年記念コンサートに皇太子殿下御臨席
 ９月 ○ ８都県市合同防災訓練が東扇島東公園をメイン会場に行われる。

平成22年
 ３月 ○ JR横須賀線武蔵小杉駅開業
 ４月 ○ 東扇島東公園「かわさきの浜」で潮干狩りが解禁
 ５月 ○ 江戸の鷹狩りを再現した中原街道時代まつりが開催
 ６月 ○ 新たな交通手段の確保に向けて乗り合いタクシー「山ゆり号」の試行をスタート
10月 ○ 都市計画道路尻手黒川線（Ⅲ期）が開通し「柿生大橋」と命名

平成23年
 ４月 ○ 日本映画大学開学
 ８月 ○ かわさきエコ暮らし未来館開館
 ８月 ○ 浮島太陽光発電所運転開始
 ９月 ○ 藤子・F・不二雄ミュージアム開館
12月 ○ 扇島太陽光発電所運転開始

2006 ●

2007 ●

2008 ●

2009 ●

2010 ●

2011 ●

東日本大震災で帰宅できない人であふれる
川崎駅東口（平成23年）

JR横須賀線 武蔵小杉駅開業（平成22年）
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再発見 新発見　～ 60年目のRe:スタート～　67

2012平成24年

川崎市の出来事
 ３月 リサイクルパークあさお王禅寺処

理センターが完成
 ４月 政令指定都市移行40周年　川崎

区・幸区・中原区・高津区・多摩区
区制40周年

 ４月 青少年科学館（かわさき宙（そら）と
緑の科学館）リニューアルオープン

 ５月 井田病院が新しくなり、新棟で診
療を開始

 ６月 重症患者救急対応病院として川崎
幸病院開業

 ７月 宮前区・麻生区区制30周年
 ８月 救急医療や高度先進医療を提供す

る新百合ヶ丘総合病院開業
 ９月 二ヶ領用水が選奨土木遺産に認定
10月 中原区区制40周年として市内９年

ぶりとなるNHKのど自慢開催

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「市政運営にあたって」
 ７月 第52回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　麻生区町会連合会
　●講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏

 ９月 川越市本庁管内自治会連絡会視察研修の受入れ
 ９月 対市要望（22項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（全町連）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性等向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（６） 多摩川河川敷グランド（小向仲野町A・B・C、多摩川大橋及び古市場）

の整備について（幸区）
（７） 防犯灯補修費補助金及び設置補助金の拡充について（幸区）
（８） JR横須賀線の小杉新駅開設に伴う利用者に配慮した環境整備につ

いて（中原区）
（９） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車

分離改善について（中原区）
（10） JR南武線踏切内の歩行者安全対策について（高津区）
（11） 溝口駅南口地区の早期整備について（高津区）
（12） 鷺沼駅バスターミナルの改善について（宮前区）
（13） 宮前区における身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（14） 宮前平駅前周辺の冠水対策について（宮前区）
（15） 局地的な豪雨に備えた多摩区内地域の安全対策強化について（多摩区）
（16） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（17） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（18） 川崎縦貫高速鉄道線について（麻生区）
（19） 横浜市営地下鉄３号線のあざみ野駅から新百合ヶ丘駅への延伸につ

いて（麻生区）
（20） 防災に係るインフラ整備について（麻生区）
（21） 小規模開発に伴う、廃棄物保管及び敷地内集積所の設置義務に

ついて（麻生区）
（22） 地域住民による見守り・支援対象となる高齢者などに関する情報の

共有化について（麻生区）

10月 小田原市自治会総連合創立50周年記念自治会長大会における全町連
役員の講演

11月 役員他都市研修会
　　　香川県高松市コミュニティ協議会連合会　13名出席
11月 全国自治会連合会　兵庫県姫路大会　12名出席
11月 第27回川崎市全町内会大会

　● 講演「防犯講話」神奈川県くらし安全交通課
　● 町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 ３月 全国でTVの地上波デジタル放送化

が完了、日本のアナログ放送は完
全に廃止される

 ５月 東京スカイツリー開業。半年で来
場者300万人突破

 ５月 932年ぶりの金環日食が広範囲で
観測される

 ８月 ロンドン五輪で日本史上最多のメ
ダル38個を獲得

 ９月 尖閣諸島・竹島問題で中国・韓国
との関係悪化

 ９月　 豪雨の影響により横須賀市追浜で
京急脱線



東急東横線・副都心線
直通運転
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川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「市政運営」
 ７月 第53回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　川崎区連合町内会
　●講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏

 ９月 対市要望（24項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（全町連）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性等の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（６） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（７） 国道１号線の歩道拡幅について（幸区）
（８） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備

について（幸区）
（９） JR横須賀線の武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備につい

て（中原区）
（10） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分

離改善について（中原区）
（11） JR南武線踏切内の歩行者安全対策について（高津区）
（12） 溝口駅南口地区の早期整備について（高津区）
（13） 鷺沼駅周辺地区の地区計画の見直しについて（宮前区）
（14） 宮前区における身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（15） 局地的な豪雨に備えた多摩区内地域の安全対策強化について（多摩区）
（16） 区内における道路の整備について（多摩区）
（17） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（18） 多摩区内のJR南武線の高架化について（多摩区）
（19） 小田急線快速急行の登戸駅停車について（多摩区）
（20） 多摩川青少年サイクリングコース周辺の利用環境の改善について（多摩区）
（21） 雨水貯留槽の設置普及について（麻生区）
（22） 防犯カメラのリース契約時の設置助成について（麻生区）
（23） 災害時における公的備蓄物資の緊急調達計画作成について（麻生区）
（24） 地域住民による見守り・支援対象となる高齢者などに関する情報に

ついて（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　宮城県仙台市連合町内会長会　11名出席

10月 全国自治会連合会　埼玉県川越大会　11名出席
11月 横須賀市連合町内会研修受入れ
11月 第28回川崎市全町内会大会

　●落語会　三遊亭遊馬師匠
　●町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 ３月 東急東横線と東京メトロ副都心線

の相互直通運転開始
 ４月 改正公職選挙法成立によりインター

ネット選挙運動解禁
 ８月 ヤンキースのイチロー選手日米通算

4,000安打を達成
 ９月 2020年五輪・パラの開催都市が東

京に決定
11月 小笠原諸島西之島付近の噴火によ

り新島出現
12月 和食の食文化がユネスコ無形文化

遺産に登録決定

 ３月 川崎生命科学・環境研究センター
（LiSE）開設

 ３月 殿町国際戦略拠点キングスカイフ
ロントまちびらき

 ４月 中原区に小児の急な病気に対応す
る中部小児急病センターが開設

 ４月 武蔵小杉駅直結の再開発ビルに市
立中原図書館がオープン

 ７月 身体障がい者や高齢者等だれもが
快適に乗車できるUDタクシーに
対応した乗り場を川崎駅前に整備

10月 東海道かわさき宿交流館開館

10月 川崎駅周辺の自転車対策として自
転車通行環境や時間利用駐輪場を
整備

11月 福田紀彦新川崎市長が誕生
12月 川崎市生活自立・仕事相談センター

を開設



消費税８％を知らせる
店頭表示
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川崎市の出来事
 １月 市民が市長と直接対話する第１回

区民車座集会開催
 ３月 東急線武蔵小杉駅東側に武蔵小杉

駅東口駅前広場が供用開始
 ４月 市立川崎高等学校を市内初の公立

中高一貫教育校へ再編、附属中学
校開校

 ７月 市制90周年記念式典開催
10月 大師河原公園にスケートボードパー

クが市内初登場
10月 向ヶ丘遊園駅連絡通路が開通
12月　川崎市町内会・自治会の活動の活

性化に関する条例が成立

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「川崎の展望を語る」
 ７月 第54回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　幸区町内会連合会
　●講演「市政を語る」川崎市長　福田紀彦氏

 ９月 対市要望（28項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（全町連）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性等の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（６） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（７） 国道１号線の歩道拡幅について（幸区）
（８） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備

について（幸区）
（９） JR横須賀線武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について

（中原区）
（10） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分離

改善について（中原区）
（11） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（片町踏切）について（高津区）
（12） 溝口駅南口地区の整備について（高津区）
（13） 鷺沼駅周辺地区の地区計画の見直しについて（宮前区）
（14） 避難所の電力について（宮前区）
（15） 斜面緑地の保全について（宮前区）
（16） 災害時における避難所への安全な移動について（宮前区）
（17） 宮前区における身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（18） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（19） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（20） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（21） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（22） 多摩区内のJR南武線の高架化について（多摩区）
（23） 多摩区内の小田急線の高架および快速急行の停車駅の拡大について

（多摩区）
（24） 多摩川青少年サイクリングコース周辺の利用環境の改善について（多摩区）
（25） 空き家対策について（麻生区）
（26） 地域住民による見守り・支援の対象となる高齢者などに関する情報

について（麻生区）
（27） 救急医療情報キットの導入について（麻生区）
（28） 災害時用の公的備蓄物資の備蓄計画について（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　静岡県静岡市自治会連合会　10名出席

10月 全国自治会連合会　静岡県沼津市大会　11名出席
11月 第29回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 ３月 大阪市に日本一高いビル「あべの

ハルカス」開業
 ４月 消費税率５％から８％に引き上げ

により個人消費が低迷
 ４月 岩手県の三陸鉄道が全線で運転再開
 ６月 群馬県にある「富岡製糸場」世界文

化遺産登録決定
 ９月 約70年ぶりに国内確認されたデン

グ熱により代々木公園立ち入り禁止
 ９月 御嶽山が前触れもなく噴火。戦後

最悪の火山災害になった



噴気が続く大涌谷の斜面
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川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「川崎の展望を語る」
 ７月 第55回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　中原区町内会連絡協議会
　●講演「市政を語る」川崎市長　福田紀彦氏

 ９月 青森県八戸市連合町内会連絡協議会の視察受入れ
 ９月 対市要望（31項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（全町連）
（２） さいか屋川崎店の跡地活用について（全町連）
（３） 横浜市営地下鉄３号線の新百合ヶ丘駅延伸計画及び駅周辺の再開発

について（全町連）
（４） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（５） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（６） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（７） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（８） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（９） 国道１号線の歩道拡幅について（幸区）
（10） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（11） 鹿島田、東小倉、小倉1－1地区の地域コミュニティ活動拠点の整備

について（幸区）
（12） JR横須賀線の武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備につい

て（中原区）
（13） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分

離改善について（中原区）
（14） 中原街道千年交差点付近の道路拡幅工事の早期着工について（高津区）
（15） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（片町踏切）について（高津区）
（16） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（17） 溝口駅南口地区の整備について（高津区）
（18） 鷺沼駅前の改善について（宮前区）
（19） 宮前区における身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（20） 歩いて行ける「自治会カフェ」への助成について（宮前区）
（21） 町内会・自治会への活動資金助成制度の新設について（宮前区）
（22） 危険な状態にある多摩川河川敷通路の改善とサイクリングコースの

延伸整備について（多摩区）
（23） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（24） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（25） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（26） 多摩区内のJR南武線の高架化について（多摩区）
（27） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（28） 多摩区内の小田急線の高架化および快速急行の停車駅の拡大について（多摩区）
（29） 多摩川青少年サイクリングコース周辺の利用環境の改善について（多摩区）
（30） 救急医療情報キットの導入について（麻生区）
（31） 町内会・自治会活動について一定の法的な支持が得られるような条例

制定または現存の条例改正について（麻生区）

 10月 役員他都市研修会
　　　　長野市市民生活部地域活動支援課　11名出席
 10月 全国自治会連合会　石川県金沢大会　11名出席
 11月 第30回川崎市全町内会大会
　　　　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 １月 マクドナルドの人気商品、異物混

入が発覚
 ５月 箱根山の噴火警戒レベルが２に引

き上げられ、６月には小規模なが
ら噴火が確認された

 ３月 北陸新幹線、長野～金沢間開業に
より東京～金沢間が最短で約2時間
28分に

 ６月 人気漫画「ONE PIECE」の単行本発
行部数が累計３億2,086万6,000部
に達しギネス世界記録に認定

 ８月 戦後70年の終戦の日を迎える
10月 マイナンバー制度に必要なマイナ

ンバー法が法施行

 １月 麻生区子育て支援アプリ（あさお子
育てポータル）の実証実験

 ３月 橘樹官衙遺跡群が川崎市初の国史
跡に指定

 ３月 川崎富士見球技場（富士通スタジア
ム川崎）リニューアル

 ３月 等々力陸上競技場メインスタンド
供用開始

 ３月 商業施設や保育所等が集積した新
川崎スクエアがオープン

 ４月 小児医療費助成事業の通院助成対
象を小学校２年生までに拡充

 ４月 市の人口が政令指定都市で京都市
を抜いて７位に

 ５月 幸区役所新庁舎がオープン

10月 戦後70年の戦没者追悼式を開催
10月 大型農産物直売所セレサモス宮前

店がオープン



多数の被害者を出した
「津久井やまゆり園」事件発生
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 ３月 JR南武線新駅「小田栄」駅が開業
 ３月 総合計画・行財政改革プログラム

を策定
 ７月 市のブランドメッセージ（Colors，Future！

いろいろって、未来。）を策定

 ８月 農業振興地域である麻生区早野地
区においてはじめて栽培されたヒ
マワリが満開に

 ８月 市立川崎病院と井田病院に手術支
援ロボットのダ・ヴィンチを導入
し、前立腺がんの治療を強化

10月 市役所本庁舎さよならイベントを
開催

10月 生田緑地における協働のパークマ
ネジメントの取り組みが緑の都市
賞にて国土交通大臣賞を受賞

2016平成28年

川崎市の出来事

社会の出来事
 １月 軽井沢町の碓氷バイパスで大学生

らを乗せたスキーツアーのバスが
道路下に転落

 ３月 北海道新幹線開業により新函館北斗
～東京が最速４時間２分で結ばれる

 ４月 震度７を記録した熊本地震が発生、
その後も震度6前後の余震が続き熊
本を中心に広い範囲に甚大な被害

 ５月 オバマ大統領が現職のアメリカ大
統領として初めて被爆地の広島を
訪問

 ７月 相模原市の障害者施設「津久井やま
ゆり園」で職員ら46名が殺傷される

12月 新潟県糸魚川市で大規模火災発生、
延焼範囲は約４万平方メートルに
及んだ

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「川崎市政を語る」
6~8月 熊本地震災害義援金募金の実施
 ７月 第56回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　高津区全町内会連合会
　●講演「市政を語る」川崎市長　福田紀彦氏

 ９月 対市要望（37項目）
（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（６） さいか屋川崎店の跡地活用について（川崎区）
（７） JR南武線矢向駅の橋上改札口設置について（幸区）
（８） 国道１号線の歩道拡幅について（幸区）
（９） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（10） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（11） JR横須賀線の武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（12） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分離

改善について（中原区）
（13） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（14） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（15） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（16） 中原区内の福祉施設（老人いこいの家）について（中原区）
（17） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（18） 中原街道千年交差点付近の道路拡幅工事の早期着工について（高津区）
（19） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（20） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（21） 溝口駅南口地区の整備について（高津区）
（22） 宮前区内での屋外運動施設（グラウンド）の確保と災害時の避難場所

としての利用について（宮前区）
（23） 町内会・自治会への活動資金助成制度について（宮前区）
（24） 地域交通環境の整備と安全対策について（宮前区）
（25） 健康維持と異年齢が出会う場としての公園整備について（宮前区）
（26） 危険な状態にある多摩川河川敷通路の改善とサイクリングコースの

延伸整備について（多摩区）
（27） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（28） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（29） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（30） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏切問題の解消について（多摩区）
（31） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（32） 多摩区内の小田急線の快速急行の停車駅の拡大について（多摩区）
（33） 多摩区内の公園の整備並びに公園及び多摩川青少年サイクリングコース

周辺の利用環境の改善について（多摩区）
（34） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（35） 災害時用の公的備蓄物資の備蓄計画について（麻生区）
（36） 救急医療情報キットの導入について（麻生区）
（37） 横浜市営地下鉄３号線あざみ野以遠の延伸について（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　　　　仙台市福祉プラザ（YY防災ネット）　14名出席
10月 全国自治会連合会宮城県仙台大会　14名出席
11月 第31回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈
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川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「市政を語る」
 ７月 第57回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　宮前区全町内・自治会連合会
　●市長講演とディスカッション

 ９月 対市要望（39項目）
（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（６） さいか屋川崎店の跡地活用について（川崎区）
（７） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（８） JR南武線矢向駅の橋上改札口設置について（幸区）
（９） 幸区域における多摩川サイクリングコースの延伸整備等について（幸区）
（10） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（11） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（12） JR横須賀線の武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（13） JR南武線の平間駅・向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分離改善に

ついて（中原区）
（14） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（15） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（16） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（17） 中原区内の福祉施設（老人いこいの家）について（中原区）
（18） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（19） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（20） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（21） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（22） 鷺沼駅前の再開発について（宮前区）
（23） 町内会・自治会への活動資金の助成について（宮前区）
（24） 向ヶ丘遊園跡地の一部を平常時は公園に、災害時には一時避難場所及び仮設

住宅建設用地としての活用について（宮前区）
（25） 地域交通環境整備について（宮前区）
（26） 市民救命士養成講習を従来通り、受講料無料に（宮前区）
（27） 市における人口増加に対する対策について（宮前区）
（28） 危険な状態にある多摩川河川敷通路の改善とサイクリングコースの延伸整備

について（多摩区）
（29） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（30） 多摩区における自転車の違法駐輪対策強化について（多摩区）
（31） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（32） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（33） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（34） 多摩区内の小田急線の快速急行の停車駅の拡大について（多摩区）
（35） 多摩区内の公園の整備並びに公園及び多摩川青少年サイクリングコース周辺

の利用環境の改善について（多摩区）
（36） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（37） 防災行政無線を活用した子どもの見守りに関する放送の実施について（多摩区）
（38） 災害時における防災計画について（麻生区）
（39） 横浜市営地下鉄３号線の延伸と新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりについて（麻生区）

11月 役員他都市研修会
　堺市自治連合協議会　13名出席

11月 全国自治会連合会　大阪府東大阪大会　14名出席
11月 第32回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

 １月 王禅寺かわるんパーク、王禅寺エ
コ暮らし環境館屋上庭園オープン

 ４月 市人口150万人突破
 ４月 小児医療費助成の通院助成対象を

小学校６年生まで拡大
 ４月 日本民家園開園50周年
 ６月 水道事業等の広報施設の水とかが

やく未来館開場
10月 カルッツかわさき（スポーツ・文化

総合センター）開館

10月 溝口駅と新百合ヶ丘駅を結ぶ市バ
ス路線が運行開始

12月 全市立中学校で完全給食実施
12月 川崎フロンターレのJ１リーグ初

優勝を記念し優勝パレードを開催

社会の出来事
 ２月 月末の金曜日に早めの退社を促す

キャンペーン、プレミアムフライ
デースタート

 ２月 政界を揺るがせた森友学園・加計学
園問題がメディアにより報道される

 ６月 東名高速道路で「あおり運転」によ
る事故が発生。後に「妨害運転罪」
が創設される

 ７月 都議会議員選挙で小池知事が代表の
都民ファーストの会が第１党になる

 ７月 九州北部を襲った観測記録を更新
する大雨により、福岡、大分の両
県で大きな被害が出た

 ９月 桐生祥秀選手が日本人初の9秒台と
なる9秒98の日本新記録を樹立



被害にあった新成人、足もとには
「はれのひ」の手提げ袋が
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川崎市の出来事

社会の出来事

 ２月 JR川崎駅北口通路・北改札供用開始

 ２月 市内初、避難や火災延焼の防止に
役立つ防災空地が川崎区小田の密
集市街地に完成

 ４月 読売日本交響楽団の新練習所が麻
生区に完成

 ４月 市コンベンションホールが武蔵小
杉に完成

 ４月 川崎病院に南部地域初のPET‐
CTを導入

 ５月 市立中学校でタニタ監修の給食特
別メニューが登場

 ５月 生田緑地ばら苑開苑60周年
 ７月 記録的な猛暑、川崎市でも熱中症

が猛威をふるい救急搬送者は昨年
の約２倍

 ８月 夢見ヶ崎動物公園で、ゆめみ“車“マ
ルシェ

 ９月 九都県市合同防災訓練を川崎区東
扇島を中心に実施

 １月 新成人が多数被害にあった、振り袖
販売・レンタル業「はれのひ」詐欺
事件発生

 ２月 23回冬季五輪平昌大会で、フィギュ
アスケート男子の羽生結弦選手が連
覇達成

 ５月 アメフト危険タックル問題で日大の
元監督他が記者会見を行う

 ６月 成人年齢を従来の20歳から18歳に
引き下げる改正民法成立

 ６月 西日本豪雨発生、１府10県に特別
警報が出され甚大な被害が出る

10月 築地市場が83年の歴史に幕を閉じ
新たに豊洲市場が開場した。

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「市政を語る」
 ７月 第58回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　多摩区町会連合会
　●市長講演　「市政を語る」

8~9月 西日本豪雨（平成30年７月豪雨）災害義援金募金の実施
 ９月 対市要望（35項目）

（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（６） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（７） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（８） 幸区域における多摩川サイクリングコースの延伸整備等について（幸区）
（９） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（10） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（11） JR武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（12） JR南武線の平間駅及び向河原駅の橋上化及び踏切の拡幅による人車分離改善

について（中原区）
（13） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（14） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（15） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（16） 総合自治会館跡地の利活用について（中原区）
（17） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（18） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（19） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（20） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（21） 鷺沼駅前の再開発について（宮前区）
（22） 地域で町内会・自治会が担っている様々な公的活動への助成について（宮前区）
（23） 市の広報依頼に関する負担軽減と町内会・自治会への情報提供のあり方について

（宮前区）
（24） 降雪時の坂道等の除雪対策について（宮前区）
（25） 医療福祉、文化、スポーツそして都市機能をつなぐ「かわさき地下鉄」の実現

について（宮前区）
（26） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（27） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（28） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（29） 多摩区内の公園の整備並びに公園及び多摩川青少年サイクリングコース周辺

の利用環境の改善について（多摩区）
（30） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（31） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（32） 防災行政無線を活用した子どもの見守りに関する放送の実施について（多摩区）
（33） 災害時における防災計画について（麻生区）
（34） 横浜市営地下鉄３号線の延伸と新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりについて（麻生区）
（35） 麻生区内における都市計画道路等の早期整備について（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　市川市自治会連合協議会　13名出席

10月 全国自治会連合会　東京大会　13名出席
11月 第33回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈
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川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
 ２月 市政懇談会

　市長講演　テーマ　「10年後の町内会・自治会について」
 ７月 第59回川崎市全町内会連合会総会
 ８月 役員・理事研修会

　●活動事例発表　麻生区町会連合会
　●市長講演　「市政を語る」

 ９月 対市要望（37項目）
（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）の整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性等の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルート案への対応について（川崎区）
（６） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（７） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（８） 幸区域における多摩川サイクリングコースの延伸整備等について（幸区）
（９） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（10） 震災発生時における日吉地区の災害対策拠点の整備について（幸区）
（11） JR武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（12） JR南武線の向河原駅・平間駅の橋上化及び利用者の安全確保について（中原区）
（13） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（14） 中原区内における通学路の環境整備について（中原区）
（15） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（16） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（17） 総合自治会館跡地の利活用について（中原区）
（18） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（19） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（20） 「橘樹郡衙」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（21） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（22） 鷺沼駅前の再開発と再開発を契機とした宮前区全体の発展について（宮前区）
（23） 横浜市高速鉄道３号線の延伸における東側ルート（ヨネッティ―王禅寺付近）

の選定及び都市計画道路横浜生田線水沢工区の早期開通による宮前区内の
交通ネットワークの充実について（宮前区）

（24） 地域での居場所づくりや住民相互のつながりづくりのための区役所・出張
所等の公共施設の柔軟な活用について（宮前区）

（25） 区内各駅周辺における駐輪場の整備等について（宮前区）
（26） 高齢ドライバーに対する事故防止対策及び免許証返納者優遇措置について（宮前区）
（27） 自転車走行に関する道路整備について（多摩区）
（28） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（29） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（30） 多摩区内の公園の整備並びに公園及び多摩川青少年サイクリングコース周

辺の利用環境の改善について（多摩区）
（31） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（32） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（33） 防災行政無線を活用した子どもの見守りに関する放送の実施について（多摩区）
（34） 暗渠上の歩道の安全確保について（多摩区）
（35） 災害時における防災計画について（麻生区）
（36） 新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりと横浜市高速鉄道３号線の早期完成について（麻生区）
（37） 麻生区内における都市計画道路等の早期整備について（麻生区）

10月 役員他都市研修会
　熊本市大江校区第３町内自治会、大江校区第４町内自治会　12名
出席

10月 全国自治会連合会　宮崎県宮崎大会　12名出席
11月 第34回川崎市全町内会大会

　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

 ２月 新・動物愛護センターANIMAMALL
かわさきが中原区にオープン

 ３月 京急大師線の産業道路駅が地下駅に
 ４月 武蔵小杉に11年ぶりの新設小学校

として小杉小学校が開校
 ４月 市初の合葬型墓所が緑ヶ丘霊園に

完成
 ５月 令和婚、令和元年初日の５月１日

の婚姻届受付件数が昨年の約20倍
 ５月 市人口が政令指定都市第６位に
 ８月 桐光学園が全国高校総体男子サッ

カーで市内高校として初優勝
 ８月 市で初めての区内指定避難所の一

斉開設訓練を実施
10月 台風19号により川崎市内にも大き

な被害
10月 市岡本太郎美術館が開館20周年
12月 市民100万本植樹運動達成

社会の出来事
 ５月 30年余続いた平成が幕を閉じ５月

１日、令和に改元される。
 ７月 京都市伏見区のアニメ制作会社、

京都アニメーション放火殺人事件
が発生

 ９月 ラグビーワールドカップ杯日本大会
が開幕、日本は８強入りを果たす

10月 消費税率が８％から10％に
10月 沖縄県にある首里城から出火、正

殿など計８棟が焼損
10月 台風15号が千葉県に、台風19号が

静岡県に相次いで上陸。記録的な
大雨に見舞われ、河川の氾濫や土
砂崩れが相次いだ



新型コロナウイルス
国内感染広がる

再発見 新発見　～ 60年目のRe:スタート～　75

2020令和２年

川崎市の出来事
 ２月 2050年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言
 ２月 新型コロナウイルス相談窓口開設
 ３月 市立全175校がコロナ対策で臨時

休校
 ３月 二ヶ領用水が国登録記念物（遺跡関

係）として文化財登録
 ７月 市内初の水族館としてカワスイ川

崎水族館オープン
 ７月 川崎市差別のない人権尊重のまち

づくり条例全面施行
 ７月 川崎市パートナーシップ宣誓制度

創設
 ８月 総合自治会館が武蔵小杉駅前に移転

 ８月 AIを活用し３密リスクを低減する
避難所運営の実証実験を実施

10月 等々力球場リニューアルオープン
11月 かわさきカーボンゼロチャレンジ

2050を策定

川崎市全町内会連合会の動き
 ２月 市政懇談会

　市長との対話　テーマ「地域コミュニティ力向上に向けた町内会・
自治会への加入促進について」
◎７月に開催予定であった第60回川崎市全町内会連合会総会は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面表決で実施した。

 ８月 役員・理事研修会
　●活動事例発表　川崎区連合町内会
　●市長講演　「新しい生活様式における町内会・自治会活動について」

 ９月 対市要望（37項目）
（１） 町内会・自治会等住民自治組織への助成及び活動支援について（川崎区）
（２） 国道409号（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現について（川崎区）
（３） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（４） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（５） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルートへの対応について（川崎区）
（６） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（７） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（８） 幸区域におけるかわさき多摩川ふれあいロードの延伸整備等について（幸区）
（９） 鹿島田、東小倉、小倉１－１地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（10） 震災発生時における日吉地区の災害活動拠点の整備について（幸区）
（11） JR武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（12） JR南武線の向河原駅・平間駅の橋上化及び利用者の安全確保について（中原区）
（13） 中原区内における道路の整備について（中原区）
（14） 中原区内における通学路の環境整備について（中原区）
（15） 市の広報掲示板及び町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（16） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（17） 総合自治会館跡地の利活用について（中原区）
（18） 中原区内のバス路線による交通アクセスの向上について（中原区）
（19） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（20） 「橘樹郡衙跡」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（21） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（22） 鷺沼駅前の再開発を契機とした宮前区全体の発展について（宮前区）
（23） 尻手黒川道路及び周辺地域の浸水対策について（宮前区）
（24） コロナ禍における避難所運営ルールの徹底や、近年の大規模災害を教訓と

した整備・拡充及び避難所備蓄品の拡充について（宮前区）
（25） 新型コロナウイルスの第２波に備えた医療や検査体制の更なる整備（宮前区）
（26） 自転車走行に関する道路整備及び安全啓発について（多摩区）
（27） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（28） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（29） 多摩区内の公園の整備並びに公園及びかわさき多摩川ふれあいロード周辺

の利用環境の改善について（多摩区）
（30） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（31） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（32） 子どもの見守り環境の強化について（多摩区）
（33） 暗渠上の歩道の安全確保及び整備について（多摩区）
（34） 旧稲田登戸病院跡地の川崎都市計画生田緑地区域編入について（多摩区）
（35） 災害時における防災計画について（麻生区）
（36） 新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりと横浜市高速鉄道３号線の延伸における中

間駅周辺のまちづくりについて（麻生区）
（37） 麻生区内における都市計画道路等の早期整備について（麻生区）

◎11月に開催予定であった役員他都市研修会は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から中止し、また、全国自治会連合会広島県
福山大会は、同様の理由により翌年に延期された。

11月 第35回川崎市全町内会大会
　　　　町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
２月 新型コロナウイルス感染者が乗った

クルーズ船が横浜港に停泊
３月 新型コロナウイルス感染拡大の影響

により春・夏高校野球大会、史上初
の同時中止となる

４月 政府が布マスクの配布、一律10万
円の特別定額給付金支給を決定

６月 あおり運転罪を創設し改正道路交
通法が国会で成立

７月 スーパーや小売店でプラスチック
製レジ袋の有料化がスタート

10月 観光需要を支援するためGo To ト
ラベルキャンペーンが実施される
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 ２月 内水ハザードマップ公表
 ２月 川崎市殿町と羽田空港をつなぐ（仮

称）羽田連絡道路が閉合
 ３月 川崎生まれの香辛子全国展開へ
 ４月 国史跡橘樹官衙遺跡群に案内板１

基、国登録記念物二ヶ領用水に解
説板４基を設置

 ５月 川崎市の人口が１５４万人を突破
 ５月 風水害時の避難情報警戒レベル４を

避難指示に一本化し避難勧告は廃止
 ６月 多摩区役所生田出張所新庁舎が

オープン

 ７月 川崎市町内会・自治会活動応援補
助金交付制度を創設

2021令和３年

川崎市全町内会連合会の動き 川崎市の出来事
◎２月に開催予定であった市政懇談会は、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から中止した。

 ７月 第61回川崎市全町内会連合会総会
  ◎ ８月に開催予定であった役員・理事研修会は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点から中止した。
 ９月 対市要望（39項目）

（１） 鷺沼四丁目のグランドの土地利用について（全町連）
（２） 町内会・自治会等住民自治組織への活動支援について（川崎区）
（３） 国道409号（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現について（川崎区）
（４） JR川崎駅周辺の回遊性の向上について（川崎区）
（５） 恒久的な自転車駐輪場の整備等について（川崎区）
（６） 羽田空港の機能強化に伴う新飛行ルートへの対応について（川崎区）
（７） JR川崎駅南口改札の設置について（幸区）
（８） JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（幸区）
（９） 幸区域におけるかわさき多摩川ふれあいロードの延伸整備等について（幸区）
（10） 鹿島田、東小倉、小倉1－1地区の地域コミュニティ活動拠点の整備について（幸区）
（11） 震災発生時における日吉地区の災害活動拠点の整備について（幸区）
（12） JR南武線連続立体交差事業について（幸区）
（13） JR武蔵小杉駅における利用者に配慮した環境整備について（中原区）
（14） JR南武線の向河原駅・平間駅の橋上化及び利用者の安全確保について（中原区）
（15） 中原区内における道路（国道409号線）の整備について（中原区）
（16） 中原区内における道路（苅宿小田中線）の整備について（中原区）
（17） 中原区内における通学路の環境整備について（中原区）
（18） 町内会・自治会所有の掲示板への対応について（中原区）
（19） 放置自転車及び路上へのはみ出し販売対策について（中原区）
（20） JR南武線踏切内の歩行者安全対策（大山街道踏切）について（高津区）
（21） 「橘樹郡衙跡」現地の案内看板等の設置について（高津区）
（22） JR南武線久地駅の駅舎橋上化について（高津区）
（23） 鷺沼駅前の再開発を契機とした宮前区全体の発展について（宮前区）
（24） 向丘出張所の機能向上や環境整備について（宮前区）
（25） 町内会・自治会活動の持続と活性化への対策について（宮前区）
（26） 自転車走行に関する道路整備及び安全啓発について（多摩区）
（27） 多摩区内のJR南武線及び小田急線の踏み切り問題の解消について（多摩区）
（28） 多摩区内における道路の整備について（多摩区）
（29） 多摩区内の公園の整備並びに公園及びかわさき多摩川ふれあいロード周辺

の利用環境の改善について（多摩区）
（30） 平瀬川支川護岸改修工事の促進について（多摩区）
（31） 小杉菅線の街路樹（ゆりの木）の植替えについて（多摩区）
（32） 子どもの見守り環境の強化について（多摩区）
（33） 暗渠上の歩道の安全確保及び整備について（多摩区）
（34） 旧稲田登戸病院跡地の川崎都市計画生田緑地区域編入について（多摩区）
（35） 五反田川の汚染対策について（多摩区）
（36） 災害時における防災計画について（麻生区）
（37） 新百合ヶ丘駅周辺のまちづくりと横浜市高速鉄道3号線の延伸における中間

駅周辺のまちづくりについて（麻生区）
（38） 麻生区内における都市計画道路等の早期整備について（麻生区）
（39） 麻生区内における公園管理について（麻生区）

◎ 11月に開催予定であった役員他都市研修会は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から中止し、また、全国自治会連合会広島県
福山大会は、同様の理由により翌年に延期された。

11月 創立60周年記念第36回川崎市全町内会大会
 町内会・自治会長永年勤続功労者表彰　全町内会連合会感謝状贈呈

社会の出来事
 ２月 新型コロナのワクチン接種、医療

従事者から順次開始される
 ３月 東日本大震災発生から10年が経過した
 ７月 関東地方南部を中心とした記録的

な大雨により静岡県熱海市で大規
模な土石流が発生

 ８月 東京2020オリンピック・パラリン
ピック開催される

 ８月 新型コロナウイルスの国内新規感
染者、１万人超えが連日続く

 ９月 油壷マリンパーク閉館、53年間の
歴史に幕を降ろす


