
 

 

新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第３期実行計画について 
 

新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」は、本市が進めるまちづくりの基本方針を定

めた「基本構想」と、この「基本構想」に基づく全ての施策の取組内容及び目標を定めた「実

行計画」で構成されています。 

今年度は、第 2期実行計画の最終年度となるため、2011（平成 23）年度から 2013（平成 25）

年度までの 3 か年を計画期間とする「第 3期実行計画」の策定作業を進めてきました。 

昨年 10 月には「素案」を取りまとめ、タウンミーティングやパブリックコメント手続、出

前説明会等を通じて市民の皆様に御意見をいただきました。 

今回の「第 3 期実行計画」は、これまでの計画策定作業を踏まえるとともに、予算編成作

業とも連携し、今後 3 か年の具体的な施策内容について、取りまとめたものです。 

 

 

１ 第３期実行計画の構成 

（１）重点戦略プラン 
○重点戦略プランは、７つの基本政策別の取組のうち、重要な課題に対して特に重点的・

戦略的に取り組むことによって、大きな施策成果の達成や課題の解決をめざすととも

に、他の施策を牽引し、総合計画全体の着実な推進を先導していくことを目的として

います。 

○第3期の計画期間においては、「人間都市｣をはじめとした5つのキーワードを踏まえ、

基本構想の実現をめざすとともに、川崎再生から「新たな飛躍」へ向けた取組を推進

します。 

○重点戦略プランに位置付ける具体的な施策課題については、第 2 期までの成果や「第 3

期実行計画における基本的な視点」などを踏まえて選定しています。＜2 ページ参照＞ 

（２）実行計画 

ア 政策体系別計画 

○7 つの基本政策別に、施策課題の「現状と課題」、「計画期間（2011～2013 年度）の取

組」、「具体的な事業と事業内容・目標」を取りまとめています。 

○素案の時点では、環境変化に対応する新たな取組や取組内容に変化が生じている施策

を中心に「主な取組」として選定し、取りまとめていましたが、「第 3 期実行計画」で

は、全ての施策課題・事務事業の取組内容を計画に位置付けています。 

イ 区計画 

○7 つの区別に、地域特性を踏まえた「区の現状と主な課題」や、計画期間に推進する取

組を取りまとめています。 

○特に、「地域の課題解決に向けた主要な取組」については、計画期間の重点的な取組と

して位置付けています。＜3 ページ参照＞ 

 

 

２ 素案からの拡充項目 

（１）素案の段階から拡充した主な取組（第３期実行計画のページ数をカッコ内に表記） 

○予防接種事業(P.120)                 子宮頸がん予防、ヒブ及び小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ接種 

○特別養護老人ホームの整備(P.199)     特養ホーム整備促進プランから 2か所 343 床増 

（2013 年度中に 50 か所 4,125 床程度達成） 

○障害者日中活動の場の充実(P.207)     特別支援学校等を卒業した後の活動の場の整備箇所 

数を明記（2012 年度 2 か所、2013 年度１か所開所） 

○水資源に関する国際関係事業(P.374)   省水型・環境調和型水循環プロジェクト(オーストラリア)の推進 

○音楽のまちづくり(P.470)             モントルージャズフェスティバルの開催支援 

○多摩川の利用環境の向上(P.492)       バーベキュー広場の開設と指定管理者制度による運営 

（２）3 か年の取組内容の具体化 
○素案の時点では 3 か年の計画期間の取組内容を一括してお示ししていましたが、予算

編成作業と連携した調整を進め、年度ごとの取組内容をできる限り具体化しました。 

【例】 ■第 3期実行計画素案（2010(平成 22)年 10 月時点） 

事業名 
これまでの 

取組と現状 
計画期間(2011～2013 年度) 

の具体的な取組 
2014 年度 

以降 

安全で快適な教育環境整備事業  

トイレの快適化やエレ

ベーターの設置等を進

め、教育環境の向上を図

ります。 
 

●学校のトイレ環境改善整

備の実施 
●既存校のエレベーター設

置 

●学校のトイレ環境改善整備の実施 

 
●既存校のエレベーター設置の推進 

順次整備 

 

 

■第 3期実行計画 

 

 

 

 

 

３ 第 3 期実行計画の推進に要する計画事業費（百万円） 

年度 2011(平成 23)年度 2012(平成 24)年度 2013(平成 25)年度 合計 

総事業費 1,082,872 1,081,151 1,116,952 3,280,975 

 

資料３

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

安全で快適な教育環境整備事業

教育環境の向上をめざし、トイレ

の快適化やエレベーターの整備を

進めます。

●学校トイレの環境整

備（10校、37か所）

●既存校のエレベー

ターの設置（2校）

事業推進●学校トイレの環境整

備（7校、25か所）

●既存校のエレベー

ターの設置（2校）

事業内容・目標

●学校トイレの環境整

備（22校、75か所）

●既存校のエレベー

ターの設置（5校）

●学校トイレの環境整

備(9校、32か所)

●既存校のエレベー

ターの設置(3校）

現状事業名

第 3 期実行計画における東北地方太平洋沖地震への対応 

 このたび発生した未曾有の大震災は、地震や津波の被害に加え、原子力発電所の事故などに

より、市民生活にも多大な影響を及ぼしております。 

 こうしたことから、今後、本計画については、市民の安全安心の確保に向けた取組の充実を

図るとともに、計画に位置付けた施策・事業についても、財政的な影響なども踏まえて、必要

に応じた見直しを行います。 
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重点戦略プランの主な取組 ※ 3 か年を通じて取り組むものは 2011 年度に記載 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン１ 安全・安心な地域生活環境の整備 

2011 年度  ■災害発生時の新たな初動体制の確立   ■公共建築物等の長寿命化の推進 

■臨港消防署の改築工事完成・運用開始  ■公共施設までの移動経路等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進 

■救急隊の増隊(25 隊目) 

■宮前平駅周辺の冠水被害の低減化に向けた矢上川河川改修工事の推進 

■稲田堤駅の橋上駅舎化、津田山駅のエレベーター付跨線橋整備(2013 工事着手)の取組の推進 

2012 年度  ■緊急速報「エリアメール」の運用開始  ■五反田川放水路の放流部立坑築造工事完成 

■(仮称)健康安全研究センターの開設   ■駐輪場の新たな料金体系の実施 

■麻生消防署の(仮称)栗木出張所の完成 

2013 年度  ■全市立中学校を含む応急給水拠点(138 か所)の整備完了 

プラン２ 支え合いによる地域福祉社会づくり 

2011 年度  ■民間特別養護老人ホームの開所(5 か所)  ■井田病院1期建物完成・一部開院(2014全面開院)

■いきいきリーダー活動ポイント制度のモデル実施・検証 

■総合リハビリテーションセンターの整備((仮称)中央療育センター通所部門の開設) 

2012 年度  ■民間特別養護老人ホームの開所(3 か所)  ■介護老人保健施設の開所(1 か所) 

■民間医療法人による新百合ヶ丘総合病院の開設・運営 

■福祉センターの再編整備((仮称)川崎区内複合福祉施設の工事着手) 

2013 年度  ■民間特別養護老人ホームの開所(5 か所)  ■介護老人保健施設の開所(1 か所) 

■総合リハビリテーションセンターの整備(重度障害者等生活施設の開設、(仮称)中央リハビリテーションセンターの工事着手) 

プラン３ 総合的な子ども支援 

2011 年度  ■認可保育所の整備(定員 1,585 人分 (３か年合計 4,320 人分)) 

■幼稚園園児保育料等補助の実施    ■小児医療費助成の事業見直しと拡充の検討 

■各区役所を拠点とした地域の総合的な子ども施策の実施 

■こども家庭センターや地域療育センターにおける高度専門的な相談支援の充実 

■中核理科教員（ＣＳＴ）の養成、理科支援員の配置 

■スクールソーシャルワーカーの配置拡充  ■特別支援教育サポーターの配置拡充 

2012 年度  ■認可保育所の整備(定員 1,465 人分) 

2013 年度  ■認可保育所の整備(定員 1,270 人分)   ■田島養護学校再編整備の完了 

■(仮称)中央療育センターの開設    ■(仮称)中部児童養護施設の工事着手 

■市立川崎高校及び附属中学校整備の完了（南部地域療育センターの移転整備完了） 

プラン４ 環境配慮・循環型の地域社会づくり 

2011 年度  ■川崎大規模太陽光発電所の竣工    ■(仮称)かわさきエコ暮らし未来館の開設 

■川崎国際環境技術展の開催      ■アジア・太平洋エコビジネスフォーラムの開催 

■低ＣＯ２川崎ブランドの選定・製品の普及の推進 

■３焼却処理施設体制の構築に向けた基本的な考え方の取りまとめ 

■リサイクルパークあさおのごみ焼却処理施設の完成、資源化処理施設の工事着手(2014 完成) 

2012 年度  ■環境総合研究所の開設       ■浮島処理センターの基幹的整備の完了 

2013 年度  ■低炭素都市づくり方針の策定     ■(仮称)環境配慮型施設等設計指針の策定 

■プラスチック製容器包装の分別収集全市実施 

プラン５ 憩いとうるおいの環境づくり 

2011 年度  ■生田緑地中央広場工事完成      ■市民 100 万本植樹運動の推進 

■生田緑地東口ビジターセンター・西口サテライト完成 

2012 年度  ■富士見公園長方形競技場の工事着手(2014 完成) ■スポーツ・文化複合施設の実施方針等の策定 

■等々力陸上競技場の工事着手(2014 第 1 期完成) 

2013 年度  ■等々力緑地硬式野球場の基本設計    ■生田緑地ゴルフ場クラブハウス完成 

プラン７ 都市拠点・ネットワークの整備と川崎臨海部の再生 

2011 年度  ■鹿島田駅周辺西部地区再開発事業工事着手  

■向ヶ丘遊園駅連絡通路の工事着手    ■川崎駅北口地区第 2 街区 10・11 番地地区完成  

■殿町 3丁目地区の再生医療・新薬開発共同研究センターの運営開始 

■羽田連絡道路の整備に向けた取組の推進 

2012 年度  ■JR 川崎駅北口自由通路等の工事着手 

■新川崎地区の道路、鹿島田跨線歩道橋等の完成 ■川崎縦貫道路Ⅰ期関連工事完了 

■総合都市交通計画の策定      ■(仮称)産学公民連携研究センターの開設 

2013 年度  ■溝口駅南口広場の工事着手       

■京浜急行大師線連続立体交差事業の産業道路立体交差化の完成 

プラン８ 川崎の魅力を育て発信する取組 

2011 年度  ■｢モントルージャズフェスティバル｣の開催支援 ■瀋陽市との姉妹都市提携 30 周年記念コンサートの開催 

■日本映画大学と連携した小学校・地域の人材育成 ■スポーツ振興基本計画の策定 

■多摩川バーベキュー広場の開設・運営  ■総合型地域スポーツクラブの育成・設立支援 

■岡本太郎生誕 100 年記念事業の実施   ■青少年科学館改築工事完成・開館 

■藤子・F・不二雄ミュージアム開館 

2012 年度  ■ザルツブルク市、リューベック市との友好都市提携 20 周年記念コンサートの開催 

2013 年度  ■(仮称)東海道まちづくり文化・交流拠点の開設 

プラン９ 市民自治と区役所機能の拡充 

2011 年度  ■第 3 期区民会議の運営       ■出張所届出窓口の区役所集約 

■宮前区役所耐震対策補強工事の完了 

■地域コミュニティの活性化に向けたガイドラインに基づくモデル事業の実施検証 

■区における地域の課題解決に向けた取組の推進 

2012 年度  ■第 4 期区民会議の運営開始      ■出張所の市民活動コーナーの整備完了 

■川崎区役所道路公園センターの再整備完了 ■幸区役所庁舎の工事着手(2014 完成) 

プラン６ 川崎の活力を生み出す産業イノベーション 

2011 年度  ■省水型・環境調和型水循環プロジェクト(オーストラリア)の推進 

■かわさき基準(KIS)による福祉製品の普及促進・福祉産業の振興 

■市内中小企業等への円滑な資金供給   ■商店街街路灯の LED 化の促進 

■｢キャリアサポートかわさき｣における総合的就業支援 

2012 年度  ■国際ビジネス交流支援施設の開設    ■ナノ・マイクロ産学官共同研究施設の開設 

■明治大学農学部黒川新農場（仮称）開場 
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区計画における「地域の課題解決に向けた主要な取組」  
 

 

① 総合的な子ども支援 ・ ① ・ ① ・ ① ・

・
・ ② ・

② ・
② ・

・ ・

・

② ・ ③ ・ ③ ・

・
③ ・ ④ ・

③ ・
④ ・

・ ・

・ ・

① ・ ① ・ ① ・

・ ・
・

② ・
② ・ ② ・

③ ・

・
・ 尻手黒川道路の冠水対策

④ ・ ③ コミュニティづくりの推進 ・
③ ・

・ ・

⑤ ・ ・

④ ・
・ みやまえカルタの制作 ④ ・

・ 冒険あそび場活動の支援

⑥ ・ ・
・

フロンタウンさぎぬまとの連携な
ど、スポーツを通じた健康づくり

や地域コミュニティづくりの推進

地域住民が主体となったコミュ

ニティ交通の支援

向丘出張所などを活用した子
育て支援の推進

子ども・子育て支援の推進

高齢者の見守りの促進

安全・安心なまちづくりの
推進

地域交通環境の課題への
対応

地域活動の促進に向けた人材
育成及び推進体制の整備

地域活性化に向けたコミュ
ニティづくり

スポーツと健康のまちづくり

「こどもサポート南野川」を拠点

とした取組の推進

地域が主体となった高齢者の
見守り活動の促進

安全・安心な生活環境の
確保と快適な地域交通環
境づくりに向けた放置自転
車対策 社会環境の変化に対応し

た総合的なコミュニティ施
策の推進

子育て支援、高齢者支援など
の課題への総合的な対応

町内会・自治会活動の活性化
に向けた支援

元気なまちづくりをめざした
スポーツ・文化資源の活
用

公園を活用した地域コミュニ

ティ活性化の推進

写真や刊行物など高津のまち
の記憶を次世代に引き継ぐ取

組の推進

地域からの環境問題への
取組

麻生区

商店街を情報交換や交流の場

として活用した取組の推進

総合的な子ども支援と地
域福祉の活性化

高齢化が進む地域における住
民同士が支え合う体制づくり

橘地区の地域資源の活用
と地域間交流の促進

｢たちばな農のあるまちづくり｣推
進方針に基づく地域資源を活
用した取組の推進

主要な取組 計画期間の取組 主要な取組 計画期間の取組 主要な取組 計画期間の取組

中原区 高津区川崎区 幸区

主要な取組 計画期間の取組主要な取組 計画期間の取組 主要な取組 計画期間の取組

歴史や文化を通じた取組によ

る郷土意識の醸成や地域間交
流の促進

町内会・自治会など、地域活
動の支援と支え合いの強化

夢見ヶ崎公園周辺の魅力発信
やＪＲ鹿島田駅周辺の総合的

環境整備など、身近な住環境

の整備

主要な取組 計画期間の取組

地域活性化に向けたコミュ
ニティづくり

ホームタウンスポーツなどの地
域のスポーツや音楽資源を活
用した世代、地域の交流機会
の創出

武蔵小杉駅周辺など大型共同

住宅の建設が進む地域のコ

ミュニティづくり

世代を超え、地域で支え・
支え合うまちづくり

区民・企業・行政機関が連携し
た防犯・防災対策の推進

放置自転車対策や自転車の

利用マナー向上の取組の推進

ふれあい＆すこやか(ふれすこ)
事業など、高齢者同士がふれ
あいながらすこやかに暮らして
いけるコミュニティの形成や健
康に暮らしていけるしくみづくり
の推進

“たまっ子”を区民みんな
で育てる総合的な子ども・
子育て支援機能の充実

安全な歩行者環境の確保
と良好な都市景観づくりに
向けた放置自転車対策

建設緑政局による駐輪場の整

備と連携し、重点的・効果的な

自転車の誘導、マナー啓発活
動の実施

地域のつながりを大切に
し、人々が共に支え合い、
顔の見える｢暮らしやすい
まちづくり｣

多摩区こども支援基本方針に
基づき、区民との協力・協働に

よる異なる世代が触れ合うしく
みづくりや子育て支援の環境づ
くりの推進

区民と連携した子育てサロンを

はじめとした子育て支援の取組
の推進

災害に備え交通事故や犯
罪から守る、安全で安心で
きるまちづくり

災害時の対応に力点を置いた
実践的な取組の推進

地域防犯活動の拡大・ネット
ワーク化を通じた地域連携の

推進

市民活動団体や事業者、区内
３大学など、多様な主体との協
働による観光振興の推進

藤子・F・不二雄ミュージアムな
ど地域資源の活用

観光振興・タウンセールス
の推進

見守りネットワークによる高齢

者の支援

「麻生市民交流館やまゆり」を
活用した市民活動の促進

地域課題の解決に向けた区民
提案事業の拡大実施

高齢者・子どもが安心して
暮らせるまちづくりの推進

芸術・文化のまちづくりの
推進

NPO法人等と連携したしんゆり・
芸術のまちづくりの推進

地域文化団体等と連携した伝

統・伝承文化に関連する事業

の推進

「川崎フロンターレ麻生グラウン
ド」などの地域資源を活用した

取組の推進

スポーツ・健康ロードの整備

スポーツのまち麻生の推
進

　

子育て情報の発信や親と子の
子育て応援セミナーの開催

高齢社会を念頭に、いつ
までも心安らかに地域で安
心して｢住み続けられるま
ちづくり｣

次世代を担う子どもたち
を、地域ですこやかに育て
ることのできる｢持続するま
ちづくり｣

宮前区 多摩区

パパっとサタデー事業や幸区

うぇるかむサロンの開催など、

主として父親の育児参加の促
進や転入による子育て世代へ

の支援の推進

公学協働ネットワークなどと連

携した子育て支援の推進

公園を拠点としたコミュニ
ティづくり

これまで取り組んできた「公園
体操」や「こどもの外遊び」に加
え、公園を中心とした地域づくり
を推進

防犯、交通安全、防災の各分
野の活動支援

区の特性を踏まえた川崎区総

合的なこども総合支援計画「こ

ども生き生きドリカムプラン」に
基づく取組の推進

保育園、幼稚園、学校と連携

した就学に向けた取組、男性の

育児参加促進事業の推進

特別な支援の必要な子どもや
子育てに悩む家庭への支援の

取組の推進

「地域の縁側」づくりなど、地域
で支え合いながら人のつながり
を築くしくみづくりを推進

町内会・自治会活動の支援を

通じた地域活性化の取組

｢エコシティたかつ｣推進方針に

基づき、市民・事業者・学校・

行政など多様な主体の連携に
よる中期プロジェクトを推進

歴史的・文化的資産の保
全と活用

「高津大山街道マスタープラ

ン」に基づく地域資源の保全・

活用の推進
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