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2002年　平成14年
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川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

「成人の日を祝うつどい」をとどろきアリー
ナで開催。新成人は14,570人
日石三菱川崎事業所の敷地内で不発弾の処理
撤去を実施
川崎銘菓を集めた初の「お菓子の市民サミッ
ト」を川崎商工会議所内で開催
政令指定都市移行30周年
人権侵害の相談や救済申し立てを受ける人権
オンブズパーソンの業務を開始
旧向ケ丘遊園のばら苑を「生田緑地ばら苑」
として一般に無料開放
多摩休日急患夜間診療所内に北部小児急病セ
ンターを開設
省エネルギー化で市職員がノーネクタイ・
ノー上着で２カ月間の勤務を開始
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。夏の甲子園に初出場

児童虐待防止の「子どもSOSカード」を全
児童・生徒に配布
東扇島（川崎区）に海づりのできる西公園が
オープン
市民マラソン「多摩川ハーフマラソンin川
崎」の参加者が過去最多の3,075人

欧州の単一通貨「ユーロ」の紙幣と硬貨の流
通を開始
第52回ベルリン国際映画祭で宮崎駿監督作品
「千と千尋の神隠し」が最高賞の金熊賞
森英恵さんが率いる服飾大手ハナエモリが倒
産
個人情報を管理する「住民基本台帳ネット
ワーク」が稼働
ノーベル物理学賞に小柴昌俊、化学賞に田中
耕一が受賞

第42回川崎市全町内会連合会総会
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　阿部孝夫氏
対市要望（４項目）

役員他都市視察研修会　18名出席
金沢市・金沢市町会連合会
福井市・福井市自治会連合会
全国自治会連合会岡山大会　8名出席
小島春男氏が全国自治会連合会会長表彰を受ける。
中標津町全町連役員が来川し、友好都市交流会を開催
第17回川崎市全町内会大会
●講演「住民参加型のまちづくりとコミュニティー」
　 太子堂２・３丁目まちづくり協議会副会長　梅津政
之輔氏
● 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）川崎縦貫高速鉄道の建設計画促進について
（2）区スポーツセンターの建設促進について
（3）都市計画道路や各幹線道路等の建設促進について
（4） JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離

等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消対策に
ついて

社会の出来事

最近10年のあゆみ
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2003年　平成15年
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川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

市立図書館で利用者が検索や予約を行えるシ
ステムが本格稼働
「かわさき新産業創造センター」が幸区に
オープン
医療情報案内システム「かわさきのお医者さ
ん」がスタート
各区役所に保健福祉センターを設置
「国際環境特区」「国際臨空産業・物流特区」
が構造改革特区に認定
ラッピングバス第1号「タマちゃん」の市バ
ス運行開始
インターネットによる防災気象情報の配信を
開始
子どもが自由に遊べる施設「子ども夢パー
ク」がオープン
かわさき国際友好使節（K.I.F.A）制度がス
タート
政令指定都市初の国民健康保険料のコンビニ
納付を開始
初の市民文化大使が誕生
第74回都市対抗野球大会で市代表の三菱ふ
そう川崎が優勝
政令指定都市初のインターネットによる電子
入札を導入
初の住民参加型ミニ市場公募債「川崎シン
フォニーホール債」の申し込み受付けを開始

朝青龍がモンゴル人初の横綱に昇進
世界初のクローン羊ドリーが死亡
新型の急性肺炎（SARS）がアジアから世界
に拡散
世界水泳100メートル平泳ぎで北島康介が世
界新で初優勝
フランスの猛暑で１万人超の死者が発生
米国でBSE牛が発生

第43回川崎市全町内会連合会総会
役員・理事研修会
●活動事例発表　宮前区全町内会連合会
●講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（４項目）

全国自治会連合会東京大会
川﨑善太郎氏が全国自治会連合会会長表彰を受ける。
第18回川崎市全町内会大会
● 講演「現代青少年のこころ～大人はどう向き合うか」
落語家・少年院篤志面接委員　桂才賀氏
● 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
役員他都市視察研修会
北九州市・北九州市町会連合会
大分市・大分市自治会連合会

社会の出来事

（１） ＪＲ南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消対策に
ついて

（２）幹線道路及び都市計画道路等の整備促進について
（３）柿生駅周辺の整備について
（４）生田緑地の総合整備事業促進について
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川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

市制80周年を記念してロゴマークを発表
第１回福祉産業創出フォーラムを開催
JR川崎駅自由通路西口に観光案内所がオー
プン
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
全国初、市税のコンビニ納付を開始
ホームレスの緊急一時宿泊施設として「愛生
寮」を川崎区に開所
かわさき南部斎苑を川崎区に開設
市制80周年を迎える。ミューザ川崎シンフォ
ニーホールで記念式典を開催
子ども夢パーク１周年記念まつりを開催
「川崎市ホームタウンスポーツ推進パート
ナー」を認定
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
川崎フロンターレが水戸戦に勝利し、５年ぶ
りのＪ１昇格を決める

市の全面協力のもと総合情報誌「るるぶ川崎
市」を発刊
市交通事業60周年を記念しチョロQとバス
カードを発売

ヤフーBBの顧客情報460万人分が流出
米航空宇宙局（NASA）はかつて火星地表
に「海」を確認と発表
バグダッドで取材中に拉致された邦人記者ら
２人無事解放
市民参加の裁判員制度法が成立
柳楽優弥さん（14）がカンヌ史上最年少で最
優秀男優賞
国交省の温泉表示実態調査で加水・加温が約
９割と結果発表
新潟県中越地震が発生

第44回川崎市全町内会連合会総会
役員・理事研修会
川崎市制80周年・川崎市市民自治財団設立25周年・川
崎市総合自治会館開設20周年記念して一般の町内会長・
自治会長にも対象を拡大し、住民自治組織活性化講演
会を開催した。
●活動事例発表　多摩区町会連合会
● 講演「難問解決・ご近所の底力　安全・安心なまち
づくりに向けて～成功の秘訣・失敗の理由～」NHK
生活・料理番組ディレクター　黒川敬氏
対市要望（６項目）

市制80周年を記念し、全町連川崎フロンターレ支援マッ
チを開催。市内4,408名を招待した。
２日　川崎フロンターレ 対 横浜FC
等々力陸上競技場
役員他都市視察研修会　13名出席
青森市・青森市町会連合会
盛岡市・盛岡市町内会連合会
全国自治会連合会仙台大会　７名出席
熊倉忠三郎氏が全国自治会連合会会長表彰を受ける。
第19回川崎市全町内会大会
● コンサート　ソプラノ歌手・三河尻晴美さんによる
日本歌曲等の歌唱
● 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） JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消につい
て

（２）川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（３）多摩川河川敷グランドの環境設備について
（４）生田緑地の総合整備事業促進について
（５） 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
（６） 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

社会の出来事

10月２日、J２優勝を決める 撮影：大堀 優
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2005年　平成17年
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川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

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
「かわさきかるた」の完成記念に、かるた大
会を子ども夢パークで開催

バスケットボールのスーパーリーグで東芝ブ
レイブサンダースが優勝
市民主役のまちづくりを目指し自治基本条例
を施行
消防ヘリコプター・新「そよかぜ１号」の運
航を開始
農業振興のためのかわさき「農」の新生プラ
ンを発表
観光案内所が川崎地下街アゼリアへ移転
地域の課題解決を目指す「区民会議」の試行
を開始
里山を守り育てる「かわさき緑レンジャー」
を公募し市民７人に委嘱
第76回都市対抗野球大会で市代表の三菱ふそ
う川崎が優勝
市長選・参議院議員補欠選・市議会議員宮前
区補欠選が行われ即日開票。投票率36.32％
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

21世紀初の国際博覧会「愛・地球博（愛知万
博）」が開幕
JR西日本福知山線で脱線事故。
死者107人でJR史上最悪の惨事
中央省庁でクールビズを開始
茨城県の養鶏場で鳥インフルエンザが発生
北海道・知床が世界自然遺産に登録決定
預金者保護法が成立
建築士が耐震強度を偽装

昨年10月に発生した新潟県中越地震の被災地に向けて、
11月から募金活動を行い、新潟県へ災害義援金を贈呈
した。（見舞金42,110,871円）
第45回川崎市全町内会連合会総会
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
対市要望（８項目）

第20回川崎市全町内会大会
● コンサート　洗足学園音楽大学による弦楽四重奏、
金管アンサンブル
● 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
役員他都市視察研修会
神戸市・神戸市自治会連絡協議会　11名出席
全国自治会連合会創立20周年記念岡山大会　８名出席
安岡信一氏と青山一氏が全国自治会連合会会長表彰を
受ける。

（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

（２） JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消につい
て

（３）川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（４） 多摩川河川敷グラウンド（小向仲野町Ａ，Ｂ，Ｃ，多

摩川大橋、古市場）環境整備について
（５） 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
（６） 向丘診療所の存続について
（７） 身近な地域交通環境の整備について
（８） 五反田川放水路の再着工について

社会の出来事
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川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

自治体として全国初の国連「グローバルコン
パクト（GC）」へ参加表明
「川崎市立多摩病院」が開院
「音楽のまち・かわさき・アジア交流音楽祭」
を開催

「サンキューコールかわさき」を年中無休に
サービス強化
「カッパーク鷺沼」がオープン
世界最大級のホオジロザメ（雄）のはく製が
完成。川崎マリエンで公開
「市アスベスト飛散防止に関する指針」を施
行
「第１回かわさき科学技術サロン」を開催
「こども110番」のキャラクターに「ドラえも
ん」を起用
かわさきロボット競技大会「バトルロボット
部門」に全国から過去最多参加者数
岡本太郎美術館（多摩区）の「ウルトラマン
伝説展」に過去最多の４万6,546人が入場
かわさき健康づくりセンター（川崎区）が
オープン
第29回かわさき市民まつりを開催。来場者約
56万１千人
地方分権推進タウンミーティングを開催

第20回冬季トリノ五輪で、荒川静香がフィ
ギュアスケートでアジア勢初の金メダル
WBC決勝で王監督率いる日本が優勝。初代
世界王者となる
移動端末向けの地上デジタル放送「ワンセ
グ」が29都府県でスタート
気象庁が緊急地震速報の運用をスタート
冥王星が惑星から除外される
秋篠宮家に悠仁さまご誕生

第46回川崎市全町内会連合会総会
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
対市要望（12項目）

役員他都市視察研修会
下関市・下関市連合自治会　13名出席
全国自治会連合会防府大会　11名出席
彈塚誠氏と黒沢一之氏が全国自治会連合会会長表彰を
受ける。
第21回川崎市全町内会大会
● コンサート　昭和音楽大学による歌曲と弦楽合奏曲
の名曲
● 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） 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

（２） JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と交通渋滞の解消対策及
び高架化の促進について

（３） 川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（４） 多摩川河川敷グラウンド（小向Ａ，Ｂ，Ｃ，多摩川大

橋、古市場）環境整備について
（５） 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
（６） 身近な地域交通環境の整備について
（７） 五反田川放水路の再着工について
（８） 国道409号線（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現

について
（９） JR川崎駅北口自由通路の整備について
（10） JR横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について
（11） 溝口駅南口地区の早期整備について
（12） 小田急向ヶ丘遊園駅南口ロータリーへの岡本太郎作

品の設置について

社会の出来事
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川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

第73回皇后杯全日本総合バスケットボール選
手権大会で富士通レッドウェーブ（川崎市）
が２連覇
「音楽のまち・かわさき」のマスコットキャ
ラクターを「かわさきミュートン」と命名
電子メール配信サービスとして「メール
ニュースかわさき」がスタート
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
昭和音楽大学の新百合ケ丘キャンパスが開校
麻生区の禅寺丸柿が国登録記念物に認定
「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」を開催。優勝はアメリ
カ、準優勝は日本

第78回都市対抗野球大会で川崎市代表の東
芝が８年ぶり６度目の優勝
芸術文化振興施設「川崎市アートセンター
（麻生区）」が開館
「宮前区まちづくり協議会主催第１回フォト
コンテスト」を開催

宮崎県知事選で無所属のタレント東国原英夫
氏が初当選
宇宙飛行士の若田光一氏が日本人初の宇宙長
期滞在に決定
タミフル異常行動問題で厚労省が10代患者
の使用制限を指示
石川県能登半島で震度6強の地震が発生
安倍首相退陣、後継に福田康夫氏
サブプライム問題で米経済失速
郵政事業の民営化がスタート

第47回川崎市全町内会連合会総会
第８代会長に小島春男氏が選任される
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　阿部孝夫氏
対市要望（14項目）

全国自治会連合会東大阪大会　８名出席
役員他都市視察研修会
大和郡山市・大和郡山自治連合会　14名出席
第22回川崎市全町内会大会
● 講演「防犯対策」神奈川県安全防災局　安全安心ま
ちづくり推進課　川崎分室
● 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
浜松市自治会連合会役員の視察研修を受け入れ

（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

（２） JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離
等による歩行者の安全確保と立体交差化による交通
渋滞の解消対策及び高架化の促進について

（３） 川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（４） 多摩川河川敷グラウンド（小向Ａ，Ｂ，Ｃ）の環境

整備について
（５） 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
（６） 身近な地域交通環境の整備について
（７） 国道409号線（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現

について
（８） JR川崎駅北口自由通路の整備について
（９） JR横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について
（10） 溝口駅南口地区の早期整備について
（11） 小田急向ヶ丘遊園駅南口ロータリーへのモニュメン

トの設置について
（12） 川崎駅東口の恒久的な自転車駐輪場の整備について
（13） 防犯灯補修費補助金の引き上げについて
（14） JR登戸駅、小田急向ヶ丘遊園駅周辺の整備につい

て

社会の出来事
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2008年　平成20年

１月

２月

３月
３月
４月

４月

４月

５月

７月

７月

９月
10月
11月

12月

１月

２月

５月

６月
７月

９月

７月
８月

9月

10月
10月

11月

川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

富士通レッドウェーブが全日本総合バスケッ
トボール選手権大会女子３連覇を達成
外国企業向けビジネス支援オフィス「かわさ
きスタートアップルーム」を開設
クロアチア共和国メシッチ大統領が市を訪問
川崎産業観光検定の第１回初級試験を実施
市内初の小・中学校連携校「市立はるひ野小・
中学校」が開校
「東扇島東公園」が開園。50年ぶりに砂浜が
復活

市内初、大型農産物直売所の「セレサモス」
がオープン
中国四川省大地震、市消防局隊員を国際緊急
援助隊として派遣
「映像のまち・かわさき推進フォーラム」を
設立
市内初、宮前区で「コミュニティバス」の運
行を開始
「スーパー陸上2008川崎」が開催
「川崎市緊急経済対策本部」を設置
女性初のプロ野球選手誕生（県立川崎北高校
の吉田えりさん）
全国高校駅伝競技大会に県立多摩高校が初出
場

中国製の輸入冷凍ギョーザからメタミドホス
等の農薬を検出
韓国ソウル・南大門で火災が発生し国宝の楼
閣が全焼
中国四川省でM7.8の地震が発生し約４万人
が死亡
東京秋葉原で無差別殺傷事件
米アップルの新型携帯電話
「iPhone 3G」が国内で販売開始
米証券会社リーマン・ブラザーズの経営破た
んで金融危機拡大

第48回川崎市全町内会連合会総会
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　阿部孝夫氏
対市要望（14項目）

全国自治会連合会札幌大会　12名出席
役員他都市視察研修会
北海道中標津町・中標津町全町内会連合会　12名出席
第23回川崎市全町内会大会
●講演「オレオレ詐欺・振込め詐欺・市内の犯罪件数等」
　 神奈川県安全防災局　安全安心まちづくり推進課　
川崎分室
● 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） 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

（２） 国道409号線（川崎縦貫道路）整備計画の早期実現
について

（３） JR川崎駅周辺の総合整備について
（４） 川崎駅東口の恒久的な自転車駐輪場の整備について
（５） 幸区役所庁舎の早期建て替えについて
（６） JR横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について
（７） JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離

等による歩行者の安全確保と立体交差化による交通
渋滞の解消対策及び高架化の促進について

（８） 溝口駅南口地区の早期整備について
（９） 川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について
（10） 身近な地域交通環境の整備について
（11） 小田急向ヶ丘遊園駅前への観光案内版の設置につい

て
（12） 局地的な豪雨に備えた親水施設の安全対策強化につ

いて
（13） 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
（14） 災害時における避難場所としての都市公園の利用方

法について

社会の出来事



67

2009年　平成21年

１月

２月

３月

４月

６月

７月

７月

８月

９月

９月

10月
10月
11月

１月
２月

３月

６月
７月
８月

２月
３月
７月
８月

９月

11月
11月

11月

川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

白山小学校跡地に日本初の映画専門大学「日
本映画大学」創設の方針を決定
京浜港セミナーを開催。市長、東京都知事、
横浜市長による初のトップセールスを実施
アメリカンフットボール「U-19グローバル
チャレンジボール2009川崎大会」を開催
「川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしん
ゆり）2009」を初開催
川崎競馬場に世界最大の大型ビジョン「川崎
ドリームビジョン」が誕生

政令指定都市初の「川崎市議会基本条例」が
成立
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
行財政改革の効果を市民へ還元。水道料金を
引き下げ決定
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
セブン-イレブン・ジャパンと市が「地域活
性化包括連携協定」を締結
市長選挙、阿部孝夫氏が３選
岡本太郎美術館が開館10周年を迎える
米ボルティモア市で姉妹都市提携30周年記念
式典を開催

天皇陛下即位20年
第81回米アカデミー賞で「おくりびと」と
「つみきのいえ」の日本作品がダブル受賞の
快挙
経済対策の一施策として定額給付金の支給が
開始
米歌手マイケル・ジャクソン氏（50）が急死
皆既日食が日本の上空では46年ぶりに観測
第45回総選挙で民主党が大勝

町内会・自治会加入促進パンフレットを作成
川崎市全町内会連合会ホームページを開設
第49回川崎市全町内会連合会総会
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　阿部孝夫氏
対市要望（13項目）

全国自治会連合会鳥取大会　12名出席
役員他都市視察研修会
兵庫県姫路市・姫路市連合自治会
第24回川崎市全町内会大会
● 講演「落語を聞いて悪徳商法に勝とう！」夢見亭
わっぱさん
● 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） 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

（２） 川崎縦貫道路の早期実現及び国道409号線の整備に
ついて（川崎区）

（３） JR川崎駅北口自由通路の整備について（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横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について（中原区）
（６） JR南武線未高架地域の踏切内における車歩道分離

等による歩行者の安全確保と立体交差化による交通
渋滞の解消対策について（中原区・高津区・多摩区）

（７）溝口駅南口地区の早期整備について（高津区）
（８） 川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について（宮前

区、麻生区）
（９）身近な地域交通環境の整備について（宮前区）
（10） 多摩区内の観光施設及び教育施設に関する総合的な

案内版等の設置について（多摩区）
（11） 局地的な豪雨に備えた親水施設の安全対策強化につ

いて（多摩区）
（12） 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）
（13）  災害時における避難場所としての都市公園の利用方

法について（麻生区）

社会の出来事
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2010年　平成22年

１月

２月

３月

４月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

10月

11月
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３月

４月

５月

７月

８月

２月

７月

８月

９月

10月

10月
11月

川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

大型農産物直売所の「セレサモス」の利用者
が50万人突破
第64回毎日映画コンクール表彰式をミューザ
川崎シンフォニーホールで開催
JR横須賀線武蔵小杉駅が開業

国内最大級の太陽光発電所「メガソーラー」
が臨海部で建設を開始
東扇島東公園「かわさきの浜」で潮干狩りが
解禁
江戸のタカ狩りを再現した中原街道時代まつ
りが開催
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
川崎競馬場の川崎ドリームビジョンがギネス
世界記録に認定
市制記念多摩川花火大会に有料協賛席を初導
入
第81回都市対抗野球大会で市代表の東芝ブレ
イブアレウスが優勝
首都高川崎線（殿町～大師ジャンクション）
が開通
都市計画道路尻手黒川線（Ⅲ期）が開通し
「柿生大橋」と命名
市・英国シェフィールド市友好都市提携20周
年記念事業を開催
市バス60周年記念式典を開催

日本航空が会社更生法で破たん
高橋大輔がフィギュアスケート世界選手権で
日本男子初優勝
新潟県佐渡市で放鳥したトキの自然界で初の
産卵を確認
上海国際博覧会（上海万博）が開幕。会場面
積は過去最大
東京都心と成田空港を結ぶ「成田スカイアク
セス」が開業
広島平和式典に国連事務総長、米大使が初め
て参列

市政懇談会
｢３期目の市政運営について｣
「今後の地域住民組織のあり方と行政の関係について」
市長、市民・こども局長、全町連役員が出席
第50回川崎市全町内会連合会総会
第９代会長に工藤正興氏が選任される。
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
●講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（18項目）

役員他都市視察研修会
大分市・大分市自治会連合会・自治委員連絡協議会　
10名出席
全国自治会連合会大分日田大会　12名出席
第25回川崎市全町内会大会
●講演「SF商法にご用心！」夢見亭わっぱさん
● 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） 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）  川崎縦貫道路の早期実現及び国道409号線の整備に
ついて（川崎区）

（３） JR川崎駅北口自由通路の整備について（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南武線未高架区間の連続立体交差化について（幸区）
（６）  多摩川河川敷グラウンド（小向Ａ，Ｂ，Ｃ）の環境

整備について（幸区）
（７） JR横須賀線の小杉新駅建設に伴う利用者に配慮し

た環境整備について（中原区）
（８） JR南武線改札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）
（９） JR南武線踏切内の歩行者安全対策について（高津区）
（10） 武蔵溝ノ口駅南口の早期整備について（高津区）
（11）  川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について（宮前区）
（12）  宮前区における身近な地域交通環境の整備について
（13）  多摩区内の観光施設及び教育施設に関する総合的な

案内板の設置について（多摩区）
（14） JR南武線の駅施設整備について（多摩区）
（15） 局地的な豪雨に備えた親水施設の安全対策強化につ

いて（多摩区）
（16） 川崎縦貫高速鉄道線整備について（麻生区）
（17） 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）
（18）  災害時における避難場所としての都市公園の利用方

法について（麻生区）

社会の出来事
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2011年　平成23年

１月

２月

２月

３月
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６月
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７月

８月

９月

３月

３月
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７月

８月

２月

３月
７月

８月

９月

９月

11月

川崎市の出来事川崎市全町内会連合会と町内会・自治会の動き

市は大規模地震に備えた「防災シンポジウ
ム」を開催
岡本太郎美術館で生誕100周年を記念した企
画展を開催
優れた技術を紹介する「川崎国際環境技術展
2011」を開催
11日に発生した東日本大震災で市内でも震度
５強の大きな揺れを観測
地震によりミューザ川崎シンフォニーホール
が天井落下で休館。復旧は25年３月末の予定
日本映画学校を母体とする日本初の映画専門
の「日本映画大学」が開校

約553種4700株のバラが咲き誇る「生田緑地
ばら苑」で春の一般開放を実施
市は電力供給不足の対応に「電力不足対策基
本方針」を策定
市内（５～６月）で熱中症の搬送者が昨年の
４倍と発表
テレビの完全デジタル化で市内各所で地デジ
相談会を開始
川崎区生れの歌手・坂本九さん生誕70周年事
業で「坂本九さん追悼コンサート」を開催
３日「藤子・F・不二雄ミュージアム」がオープ
ン。この日はドラえもんの誕生日

東北地方にM9.0の日本国内観測史上最大の
地震・津波が襲来
地震被災により福島第１原子力発電所で放射
性物質が外部放出。レベル７の深刻な事態に
発展
天皇皇后両陛下の東日本大震災被災地へのお
見舞いが始まる
2011FIFA女子ワールドカップで日本代表
（なでしこジャパン）が初優勝。８月には国
民栄誉賞
日本国債格下げ「Aa3」を発表

市政懇談会
市長講演 ｢市政運営にあたって｣
町内会エリアマップを作成（幸区、宮前区、多摩区）
第51回川崎市全町内会連合会総会
第10代会長に彈塚誠氏が選任される。
役員・理事研修会
●活動事例発表　多摩区町会連合会
●講演「市政を語る」川崎市長　阿部孝夫氏
対市要望（19項目）

今年３月に発生した東日本大震災の被災地に向けて、
４月から募金活動を行い、日赤川崎市地区本部を通じ
て災害義援金を贈呈した。（見舞金61,630,329円）
創立50周年記念 第26回川崎市全町内会大会

（１） 町内会・自治会等住民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川崎駅北口自由通路の整備について（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南武線未高架区間の連続立体交差化について

（幸区）
（６）JR南武線矢向駅の橋上改札設置について（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）武蔵溝ノ口駅南口地区の早期整備について（高津区）
（12）川崎縦貫高速鉄道線整備の早期着工について（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） 局地的な豪雨に備えた区内地域の安全対策強化につ

いて（多摩区）
（15） 区内における道路の整備について（多摩区）
（16） 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）
（17）川崎縦貫高速鉄道について（麻生区）
（18） 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）
（19）災害時における都市公園の利用方法について（麻生区）

社会の出来事

オープンキャンパスでのリハーサル


