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未来へつながる臨海部へ
「川崎臨海部」
。皆さんはこの
からどのようなイメージ
をお ちになりますか。 から約100年 、まだ川崎市 が

行する から大規模な海 の め て事業がスタートし、
以来、鉄鋼や石油、エネルギー、 流などを中心に
し
て川崎市とわが国の成 を え続けています。 面積は市全

福田 紀彦

体の実に約2割を め、 人が める の約 割を生み出し
ているす いエリアなのです。
これまで 地企業や市民の皆さん、行 などが 体となっ
た取り組みによって大気環境などが 的に改善され、産業

と環境 全が 存する世界が 目するエリアとなりました。

市政に関するお問い合わせ、ご意見、
ご相談は

サンキューコールかわさき

044-200-3939

200-3900

8時〜21時
（年中無休）

さらに、近年は羽田空港の
に位 する殿町地区
「キング
スカイフロント」
において、新しい成 産業である生 科学
（ラ

イフサイエンス）
分野の研究機関や企業が続 と進出し、世
界中の科学者、研究者たちが最先端の医薬品・医療機器の開
発のために集まってきています。

これから30年先もここ
「川崎臨海部」
が日 をけん する地
域であり続けるために、多くの関係者の皆さんと作り上 た
「臨海部ビジョン」
を3月に策定しました。 川崎の 端が世界
の最先端であることを市民の皆さんに知っていただき、誇り
に思っていただければ いです。

（平成30年4月1日現在）
川崎市のデータ

人口：150万9,887人（前年同月比13,852人増） 世帯数：72万2,881世帯
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臨海部から、はじまる未来
京浜工業地帯の中核として日本のものづくりを支えてきた川崎の臨海部。
近年は世界最高水準の研究開発拠点としても注目されています。
あなたの明日を変えるモノ・技術がここにあります。
臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部☎ 200-3634 200-3540
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脳に薬を運ぶ
「ナノマシン」を研究中

薬は投薬した全ての量が患部に届くわけではありません。
患部に届く量が少ないと、病気を治せなかったり、多量の

投薬が必要になったりします。そこでナノマシンと呼ばれる、
薬を閉じ込めたナノメートル
（１０億分の１ｍ）
サイズのカプセル
を作り、患部に的確に薬を運ぶ研究をしています。特に脳は
バリアーが存在し、薬もシャットアウトしてしまうので、薬を
運ぶのがとても難しい部位です。しかし、ナノマシンの表面
に脳が必要とする成分を付着させることによって、薬をこれ

Now
便利な
アクセス

今、臨海部がアツい！

羽田空港に近
接し、 世界中の
人・モノ・情 報 が
行き交います。

までよりも100倍以上の効率で患部に届けられることを発見
しました。高齢化が進んでアルツハイマー病や脳疾患の患者
さんが増えていますが、こうした人たちの治療にも大きく貢

献できるものと考えています。
また、ナノマシンを常に体内に循環させ、病気の発見と治
療を自動で行う
「体内病院」
を作る計画も進めています。夢の
ようですが必ず実現させるため、研究を重ねています。

安楽 泰孝さん
ナノ医療イノベーションセンター
（iCONM）
客員研究員／東京大学特任助教

川崎の臨海部には、さまざまな分野の研究者や企業関係
者などが集まっていて、アイデアをすぐに形にできる環境が

世界をリードする研究開発
殿町地区にある研究開発拠点
「キング スカイフロン
ト」
は国家戦略特区に指定されていて、健康・医療・福
祉などの分野で世界最先端の研究が行われています。

あります。研究に好環境なこの場所で、いち早く皆さんに成
果をお届けできるよう努力していきたいと思います。

主な取り組み：ナノ医療技術の研究／医療用ロボットスーツの開
発／特殊ペプチドを用いた新薬開発など

コラボレーションで
新しいアイデアが
生まれています

大規模な発電能力
首都圏のものづくりの中心地
※

市の製造品出荷額等は 約3兆5千億円。その7割
以上を石油・化学・鉄鋼などの事業所が集積する臨海
部を中心とした川崎区が生み出しています。
※平成29年工業統計調査
（速報値）

発電能力の総量は772万
kWで首都圏の家庭用電力
を賄えるほどの規模。 環境
負荷の少ないクリーンエネル
ギーの活用も進めています。
◀浮島太陽光発電所のソーラーパネル

Interview

臨海部で働く 2 人にそれぞれの
現場で話を聞きました。

見学を受け入れている工場も多く、
「大人の社会科
見学」
が楽しめます。人気の工場夜景ツアーには全
国から観光客が訪れます。
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ナノマシンのイメージ図

Future

さらに先を行くエリアに
−臨海部ビジョンが誕生−

自動化を進め、より効率的に操業できるようなシステ
ムを構築することが私の仕事です。 操業の効率化や
設備の能力アップは、コストカットだけでなく、新製品
の開発や環境負荷の軽減につながるなど、さまざまな

亀山 桜里さん

JFE スチール 東日本製鉄所
制御部 制御技術室

ず
固定概念に縛られ
ジ
ン
レ
ャ
チ
しています

30年後の将来像として
「臨海部ビジョン」
を策定しました。人・モノ・情報が高度に融合し、知性と
創造性にあふれる地域として輝き続けること。また、快適な就業環境・住環境が整い、市民や働く人

の誇りとなるエリアとして発展していくことを目指し、さまざまな取り組みを行っていきます。

に環境に優しく
ら
さ

「ワクワクする
い」
」
い

部

使用される小さなものまで、さまざまな鉄を作ってい
ます。新設備の導入やソフト開発によって製造工程の

ナノマシンを作るためのさまざまな機械が並ぶ

海

橋や船などに使われる大きなものから、電子機器に

「か
っこ

緻密なコンピューター制御によって
社会を支える鉄鋼製品を生む

iCONMでは産学官の垣根を越えた研究が
行われている

臨
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産業観光も充実

らしく働ける
自分

世界中から人が集まり、イ
ノベーションが生まれる、
市民が自慢できるエリアに

水素など次世代型エネル
ギーを活用し、 産業と環
境のクリーンな調和を実現

メリットがあります。鉄の製造現場は非常にダイナミッ
クですが、温度管理など緻密な調整が必要です。自
分の目で見て、足を運んで、現場を確認しながら進め
ていく仕事に魅力とやりがいを感じています。
工場が密集する臨海部では、古くから守られてき
た技術と最新の技術が融合して、世界にも誇れるも
のづくりが続けられています。常に新しい挑戦ができ
るこの場所で、働きたいと思う人が増えていけばうれ

しいです。

自分を磨き、輝ける就業
環境が整い、 快適に飲
食・交流ができるエリアに
臨海部ビジョン

検索

使い込まれた手袋は
現場主義の証し

機械から収集した膨大なデータを活用し、システム改善に生かす

News

世界初の水素ホテルが6月1日オープン
キング スカイフロントに
「東急
REIホテル」
がオープン。使用する
電気や熱エネルギーの約３０％を
使用済みプラスチック由来の水素

で賄う、世界初のホテルです。

市では水素社会の実現に向けた、さ
まざまな取り組みを行っています。
川崎水素戦略

検索

Present

読者アンケート＆プレゼント

❶東急ＲＥ
Ｉホテル宿泊券
（ツイン1室・朝食付き） 1組2人
❷図書カード
（１，
０００円券） 5人
5月31日
（必着）
までに、①読んだ号
（
「5月１日号」
と記入）
②氏名③
住所④年齢⑤良かった記事とその理由⑥区版への意見⑦希望する
プレゼントの番号を記入し、ハガキ、ＦＡＸ、市ＨＰで〒２１０-８５７７総務
企画局シティプロモーション推進室

２００-３９１５。
［抽選］

※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。 個人情報は
発送業務を委託する業者にのみ提供し、他の目的では使用しません

