
◎は新規事業、○は拡充事業、

事業費が斜体のものは再掲

単位：千円

22年度 21年度 増　減

暮らしの安全を守る

＜身近な安全の確保＞

交通安全対策の推進 [市民・こども局] 58,247 113,796 △ 55,549

・ 交通安全市民総ぐるみ運動の推進　など

路上喫煙防止対策の推進 [市民・こども局] 33,235 27,748 5,487

・ 重点区域における広報啓発活動　など

○ 地域の防犯対策の推進 [市民・こども局] 444,728 424,814 19,914

・ 防犯灯設置及び維持管理

・ 地域防犯活動の支援及び防犯診断の実施

消費者の自立の支援 [経済労働局] 129,331 71,687 57,644

・ 消費者自立支援推進事業　
・ 消費者啓発育成事業
○ 消費生活相談情報提供事業　

◎ 地方消費者行政活性化事業

[建設緑政局] 46,130 213,750 △ 167,620

バリアフリー計画策定事業 [まちづくり局] 4,500 5,400 △ 900

民営鉄道駅舎エレベーター等設置事業 [まちづくり局] 83,330 133,328 △ 49,998

民営ノンステップバス導入促進事業 [まちづくり局] 12,879 14,373 △ 1,494

小学校児童安全対策事業 [教育委員会] 6,922 5,827 1,095

児童生徒安全情報配信事業 [教育委員会] 8,190 8,190 -               

 　市の防犯灯をＬＥＤ化するとともに、町内会等が設置する
LED防犯灯に対する補助を拡充する。

   消費生活相談員の増員と資質向上に取り組み、消費生活相
談体制の充実を図る。

   神奈川県消費者行政活性化基金を活用し、相談機能の充
実、啓発事業の強化に取り組む。

バリアフリー重点整備地区における
　　　　　　　　　　　　交通安全施設整備の推進

事　業　名　（概　要）

＜　安　全　で　快　適　に　暮　ら　す　ま　ち　づ　く　り　＞

　市民の日々の生活は、個人の生命や財産などの安全が保障されることを基礎として成り立っていま
す。近年こうした安全が脅かされるような出来事が増加していることから、市民の身近な暮らしの安全を
確保するとともに、防災体制を強化し、災害に強いまちづくりを推進します。
　また、都市の成熟化や少子高齢化によって、市民の価値観や地域を取り巻く環境に変化が生じてお
り、より快適で暮らしやすい地域環境の創造をめざし、市民協働による地域課題の解決や、日常生活
での利便性向上に向けた取組により、市民がいつまでも地域に住み続けたいと思えるような環境づくり
を進めていきます。

３　平 成 ２２ 年 度 予 算 の 主 な 事 業
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

学校安全対策推進事業 [教育委員会] 25,899 25,128 771

[交通局] 1,048,665 1,093,803 △ 45,138

＜救急体制の強化＞

救急医療体制づくりの推進 [健康福祉局] 1,157,185 1,135,018 22,167

○ 休日急患診療所等運営事業

○ 救急医療対策事業

・ 救急医療情報システム事業
・ 災害時医療救護対策事業

周産期医療対策事業 [健康福祉局] 124,065 240,507 △ 116,442

◎ 総合周産期母子医療センターの運営

◎ 産科医師分娩手当補助

救急需要対策と高度な救急体制の整備 [消防局] 153,737 185,239 △ 31,502

・ 救急救命士の養成

・ メディカルコントロール活動の推進

・ 高規格救急自動車の更新
・ コールセンター事務委託の推進

・ ＰＡ（ポンプ車と救急車）連携の運用

＜良好な生活衛生環境の確保＞

新型インフルエンザ対策の推進 [健康福祉局] 29,032 41,533 △ 12,501

○ 肝炎対策事業の推進 [健康福祉局] 100,536 33,156 67,380

　 無料の肝炎検査について継続して実施する。

○ 予防接種事業の推進 [健康福祉局] 2,470,705 1,514,101 956,604

　 地域における産科医療体制を確保するため、対象医療機関
に対し産科医師の処遇改善を図るための補助を行う。

　 新型インフルエンザの発生等による患者増加に対応するた
め、休日急患診療所の診療体制を強化する。

　 川崎市救急告示医療機関協会を通じて医療機関へ補助金
を交付し、救急車のより円滑な受入の促進を図る。

バリアフリー対応車両の市バスへの導入
（自動車運送事業会計）

　 新型インフルエンザ発生時における休日急患診療所の運営強
化とともに、市民等への広報や必要な医薬品等の備蓄による体制
整備を図る。

　 周産期（妊娠22週～産後１週間程度）における母子の救命
医療の確保のため、総合周産期母子医療センターの運営に対
し補助を行う。

　 感染の恐れがある疾病の発生及びまん延防止を図る。特に日
本脳炎予防接種事業については、ワクチンの改良に伴う接種者
数の大幅な増加が見込まれるため、その対応を図る。

   タクシー・民間救急車及び医療機関の紹介業務を救急医療
情報センターに委託し、救急車の適正利用を促進する。

   救命率向上のため、全救急隊に常時救命士が乗車できる体
制を整備する。　　　養成人数　４人

   高度救命処置範囲拡大（気管挿管・薬剤投与）に対応した
救急隊員の研修、教育等を実施し、救命率の向上を図る。

   救急車が出場中に重症者が発生した場合、ＡＥＤを搭載し
た直近のポンプ車が出場し、救命処置を行い救命率の向上を
図る。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ 食品衛生など安全な生活の確保 [健康福祉局] 8,000 4,500 3,500

・ 衛生研究所再編整備事業

○ 葬祭場の整備 [健康福祉局] 138,033 179,581 △ 41,548

災害や危機に備える

＜危機事象への的確な対応＞

総合的危機管理体制の整備 [総務局] 20,479 8,097 12,382

○ 危機管理対策事業

◎ 新型インフルエンザ対策事業

港の保安対策 [港湾局] 336,840 316,434 20,406

＜防災対策の推進＞

災害時情報体制の整備 [総務局] 192,656 315,785 △ 123,129

・ 防災行政無線設備整備事業
・ 総合防災情報システム整備事業

地域防災力の向上 [総務局] 132,732 335,721 △ 202,989

・ 災害予防対策事業

・ 総合防災訓練事業
・ 防災拠点整備事業

町内会・自治会会館耐震対策事業 [市民・こども局] 27,220 1,680 25,540

耐震対策等橋りょう整備事業 [建設緑政局] 622,500 836,200 △ 213,700

総合的な耐震対策の推進 [まちづくり局] 3,114,225 1,105,166 2,009,059

消防署所等の整備 [消防局] 511,846 538,969 △ 27,123

消防活動体制の整備 [消防局] 100,345 32,892 67,453

義務教育施設防災関連対策の推進 [教育委員会] 317,067 371,602 △ 54,535

＜消防力の強化＞

消防署所等の整備 [消防局] 511,846 538,969 △ 27,123

・ 臨港消防署改築事業　　24年１月完成予定

　 発災時における迅速な初動対応や行政機能の保持を目的
とした業務継続計画の策定、及び市民や企業への啓発活動
等を通じた防災意識の高揚や防災知識の普及を図る。

　 感染症や食中毒などの健康危機から市民を守るための科学
的・技術的拠点とする、仮称健康安全研究センターの整備に
向け設備等設計を行う。

　 新型インフルエンザ流行に備え、来庁者及び職員用に手指
消毒薬を整備する。

　 定期的な補修を行うとともに、北部斎苑の改修に向けた基本計
画を策定する。

　 国民保護に関する研修等による市、区及び関係機関の危機
管理能力の向上、並びに危機事象発生時の対応の強化を図
る。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

消防活動体制の整備 [消防局] 100,345 32,892 67,453

・ 消防・救急無線デジタル化事業

・ 消防団車両整備事業　小型動力ポンプ付積載車10台更新

＜治水・雨水対策の推進＞

河川の整備 [建設緑政局] 905,717 1,430,281 △ 524,564

○ 平瀬川支川の改修
・ 五反田川放水路の整備

放流部立坑築造工事及びトンネル部築造工事

麻生川整備事業の推進 [建設緑政局] 27,100 27,500 △ 400

   生態系に配慮した水辺空間の整備を行う。

河川維持補修の推進 [建設緑政局] 328,716 313,464 15,252

   適切かつ効率的な河川維持補修を行う。

[上下水道局] 2,124,000 1,154,000 970,000

身近な住環境を整える

＜良好な都市景観形成の推進＞

良好な街なみづくりの推進 [まちづくり局] 7,555 7,272 283

・ 都市景観形成推進事業
・ 街なみ誘導助成事業

○ 川崎の北の玄関口周辺再構築事業 [宮前区] 6,100 700 5,400

＜暮らしやすい住宅・住環境の整備＞

優良建築物等整備事業 [まちづくり局] 137,004 62,050 74,954

アスベスト対策の推進 [まちづくり局] 8,100 7,400 700

・ 民間建築物の吹付けアスベスト対策事業

総合的な耐震対策の推進 [まちづくり局] 3,114,225 1,105,166 2,009,059

・ 特定建築物耐震対策事業
・ 木造住宅耐震改修助成事業
・ 木造住宅耐震診断士派遣事業
・ 宅地防災工事助成金
・ 公共建築物耐震化推進事業
○ 市営住宅等耐震化事業
○ マンション耐震診断助成事業
・ マンション耐震改修助成事業

　 市北部の玄関口である東名川崎IC周辺の環境・景観の向上と
市のイメージアップを図るため、広告看板の再編・整理、花壇の再
整備等を実施する。

大師河原貯留管の整備
（下水道事業会計）

   合流改善対策や浸水対策など、多様な機能を備えた大師河原
貯留管の工事を実施する。

　 消防業務の円滑かつ迅速な運用を行うため、消防通信の基
盤である消防・救急無線をデジタル化する。

   優良建築物等整備事業の施行者に対し、事業費の一部を助成
する。　３地区
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

密集住宅市街地整備促進事業 [まちづくり局] 8,500 9,657 △ 1,157

急傾斜地崩壊対策事業 [まちづくり局] 80,873 87,434 △ 6,561

[まちづくり局] 11,453 12,709 △ 1,256

公的住宅の整備 [まちづくり局] 3,469,505 2,533,248 936,257

・ 公営住宅の建設等　349戸
・ 特定優良賃貸住宅の家賃助成等　2,322戸
・ 高齢者向け優良賃貸住宅の家賃助成　167戸

新たな住宅政策の推進のための検討・調査 [まちづくり局] 6,483 3,664 2,819

・ 住宅政策基礎調査事業　など

住宅市場の育成等を重視した住情報提供 [まちづくり局] 8,660 10,871 △ 2,211

・ 住情報提供事業　など

良質な住宅・マンションストックの形成 [まちづくり局] 7,519 7,500 19

・ マンション共用廊下等段差解消改修工事費用助成事業
・ 子育て等あんしんマンション設置費用助成事業
・ 優良住宅普及推進事業

＜市民の提案や自主的な活動が活きるまちづくりの推進＞

まちづくり対策事業 [まちづくり局] 12,098 12,785 △ 687

・ 建築及び開発行為に関する総合調整事業　など

[まちづくり局] 5,471 6,660 △ 1,189

・ 地区まちづくり推進事業

都市計画マスタープラン策定事業 [まちづくり局] 635 150 485

◎ 防災都市計画推進事業 [まちづくり局] 6,521 -                6,521

快適な地域交通環境をつくる

＜身近な地域交通環境の整備＞

[建設緑政局] 46,130 213,750 △ 167,620

川崎駅周辺地区、新百合ヶ丘駅周辺地区　など

宅地耐震化推進事業

 　急傾斜地崩壊危険区域内におけるがけ崩れの災害を防止する
ため、神奈川県が実施する防災工事の費用の一部を負担する。

バリアフリー重点整備地区における
　　　　　　　　　　　交通安全施設整備の推進

　　重点整備地区内に点字ブロック等交通安全施設を整備する。

　 全体構想及び７区の区別構想の計画的な進行管理・誘導・見
直し等を行うとともに、まちづくり推進地域別構想の策定を支援す
る。

　 小田２・３丁目及び幸町３丁目地区において、戸建住宅等の不
燃化、区画道路の拡幅促進等に要する費用の一部を助成する。

 　宅地の耐震性の向上を図るため、大規模盛土造成地の大地震
における崩落の危険性等について変動予測調査を行う。

地域の自主的なまちづくりへの誘導・支援

　 長期優良住宅に係る技術的審査適合証及び住宅性能評価
書の取得に係る費用の一部を助成する。

　 都市の防災及び震災等の大規模災害からの計画的な復興を
推進するための都市計画のあり方を調査・検討する。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

バリアフリー計画策定事業 [まちづくり局] 4,500 5,400 △ 900

[まちづくり局] 83,330 133,328 △ 49,998

・ ＪＲ川崎駅３基、JR中野島駅２基

民営ノンステップバス導入促進事業 [まちづくり局] 12,879 14,373 △ 1,494

[まちづくり局] 460,550 555,000 △ 94,450

駅アクセス向上等計画調査事業 [まちづくり局] 1,796 12,000 △ 10,204

◎ 南武線駅アクセス向上等整備事業 [まちづくり局] 16,000 -                16,000

コミュニテイ交通支援事業 [まちづくり局] 26,867 24,947 1,920

公共交通移動円滑化設備整備事業 [まちづくり局] 1,912 12,218 △ 10,306

・
バス停表示機６基

[交通局] 1,048,665 1,093,803 △ 45,138

＜地域の生活基盤となる道路整備＞

交通安全施設の維持 [建設緑政局] 206,946 281,709 △ 74,763

・ 安全施設維持事業

あんしん歩行エリアの整備 [建設緑政局] 107,900 138,200 △ 30,300

・ あんしん歩行エリア内における交通安全対策の実施
鋼管通地区、梶が谷駅周辺地区　など

   民営バス事業者に対して補助を行い、ノンステップバスの導入
を促進する。　12両

民営バス運行情報提供システム導入費用の補助

   元住吉１号踏切等関連施設改良事業費の一部を負担する。

　 南武線武蔵溝ノ口駅以北の片側改札口駅について策定した駅
アクセス向上方策に基づき、ＪＲ東日本等との協議調整が整った駅
の基本設計を実施する。

   地域の住民協議会等による地域交通の導入に向けた取組に対
し、持続可能な本格運行に向け、運行実験等の支援を行う。

民営鉄道駅舎エレベーター等設置事業

　 交通事故防止のため設置されている道路反射鏡や防護柵
等の道路付属物を常に良好な状態に保つため、適切な維持
補修を行う。

バリアフリー対応車両の市バスへの導入
（自動車運送事業会計）

 　バリアフリー化を推進するためのガイドラインに基づき、バリアフ
リー推進構想を策定する。　３地区

東京急行東横線元住吉１号踏切等
　　　　　　　　　　　　　関連施設改良推進事業

　 南武線武蔵溝ノ口駅以北の片側改札口駅におけるアクセスの
改善について、ＪＲ東日本等との協議調整を行い、駅アクセス向上
方策の策定に必要な調査を実施する。

 

   川崎駅東西自由通路エスカレーター更新事業　   [建設緑政局]

 　バリアフリー化を推進し市民サービスの向上を図るため、老朽化の著しい川崎駅東西自由
通路のエスカレーターを更新整備する。　　　　21年度３月補正予算　336,000
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

自転車通行環境の整備 [建設緑政局] 59,700 8,000 51,700

地域の生活基盤となる橋りょうの整備 [建設緑政局] 379,600 369,000 10,600

・ 江ヶ崎跨線橋架替工事
・ 橋りょうアセットマネジメント事業　など

耐震対策等橋りょう整備事業 [建設緑政局] 622,500 836,200 △ 213,700

　 橋脚等の耐震補強工事を実施する。

＜バス輸送サービスの充実＞

[交通局] 8,688 9,532 △ 844

・ 安全教育、研修の実施
・

◎ [交通局] 4,884 -                4,884

・ 車内放送の変更、ＰＲ　など

○ [交通局] 35,828 31,479 4,349

・ 市バスマップのリニューアル、接遇研修の拡充
・

[交通局] 1,048,665 1,093,803 △ 45,138

・ 42両（うち６両はハイブリッドノンステップバス）

○ [交通局] 25,817 25,676 141

・ 停留所上屋12カ所、照明付停留所標識20基　など

＜総合的自転車対策の推進＞

放置自転車対策事業 [建設緑政局] 2,602,304 2,838,988 △ 236,684

・ 産業道路駅自転車等駐車場ほか駐輪場の整備
・ 大師河原自転車等保管所ほか保管所の整備
○ 川崎駅東口自転車対策の推進

仮称京急川崎駅宮本町自転車駐車場の整備　など
・ 自転車等放置禁止区域の指定

津田山駅、産業道路駅周辺　など

自転車利用環境の整備 [建設緑政局] 11,330 10,950 380

・ 新たな料金体系の検討
・ 「自転車等の駐車対策に関する総合計画」の策定

バリアフリー対応車両の市バスへの導入
（自動車運送事業会計）

バス停留所施設の整備
（自動車運送事業会計）

運行情報提供システム「市バスナビ」の運用　など

お客様サービスの向上
（自動車運送事業会計）

　 都市計画道路向ヶ丘遊園駅菅生線整備にあわせて、多摩区お
し沼から小田急線向ヶ丘遊園駅まで新たな路線を開設する。

輸送の安全性の向上
（自動車運送事業会計）

事故防止対策の強化　など

　 歩行者と自転車が相互に安全通行できる道路環境を実現する
ため、自転車通行環境の整備を実施する。

都市基盤施設整備にあわせた路線の開設
（自動車運送事業会計）
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

安定した供給・循環機能を提供する

＜良質な水の安定供給＞

[上下水道局] 3,649,889 3,348,616 301,273

[上下水道局] 2,908,000 1,622,000 1,286,000

＜良好な下水道環境の形成＞

[上下水道局] 2,732,434 2,869,142 △ 136,708

[上下水道局] 1,495,767 1,352,680 143,087

[上下水道局] 5,033,730 5,541,651 △ 507,921

[上下水道局] 1,962,860 1,902,282 60,578

・ 入江崎水処理センター建設事業　など

   災害対策用施設として循環式地下貯水槽を設置するとともに、
配水管路、浄水場等の水道施設の地震対策を推進する。

水道事業の再構築に伴う施設整備
（水道事業会計）

   管きょ、水処理センター・ポンプ場など老朽化した下水道施設の
更新を計画的に行う。

下水道施設の維持・修繕事業
（下水道事業会計）

   維持管理・修繕工事を計画的かつ効果的に実施することで、安
定した機能確保を図るとともに施設の長寿命化を図る。

下水道施設の再整備・再構築
（下水道事業会計）

下水道施設の地震対策
（下水道事業会計）

   管きょ、水処理センター・ポンプ場施設の地震対策を推進する。

   給水能力の見直しにより、浄水場の統廃合等による事業規模の
適正化を図るため、必要な施設整備を実施する。

水道施設の地震対策
（水道事業会計）

高度処理の導入
（下水道事業会計）
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