
単位：千円

22年度 21年度 増　減

川崎を支える産業を振興する

＜産業の競争力強化と活力ある産業集積の形成＞

○ 新川崎・創造のもり第３期計画推進事業           [総合企画局] 80,118 17,000 63,118

[経済労働局] 645,689 3,921,309 △ 3,275,620

・ 新川崎A地区企業誘致推進事業

・ 先端産業創出支援助成事業　など

[上下水道局] 18,000 5,311 12,689

 配水管路、浄水場等の工業用水道施設の地震対策を推進する。

[上下水道局] 1,042,000 1,031,000 11,000

＜ものづくり産業の高度化・複合化＞

[経済労働局] 22,852 22,958 △ 106
・ 産業デザイン振興育成事業
・ 新技術・新製品開発等支援事業

産学公ネットワークの構築と活用促進 [経済労働局] 20,050 21,000 △ 950

・ 産学共同研究開発プロジェクト助成事業

＜まちづくりと連動した商業の振興＞

魅力ある商業拠点の形成 [経済労働局] 28,283 19,174 9,109

○ 商業ネットワーク事業

・ 中心市街地活性化マネジメント事業

コミュニティの核としての地域商業の振興 [経済労働局] 76,693 54,061 22,632

・ 商業振興ビジョン推進事業　

　 研究開発型の高度な技術力を有する製造業や研究開発機
関を誘致する。

ものづくり技術を核とした
                  産業の複合化・融合化支援

　 商店街・大型商業施設・企業等が連携し、川崎駅周辺の回
遊性を高め、都市ブランド力のある商業集積地域の形成を促
進する。

　 環境、エネルギー、ライフサイエンス分野の先端技術の事業
化に対して支援を行う。

＜　活　力　に　あ　ふ　れ　躍　動　す　る　ま　ち　づ　く　り　＞

事　業　名　（概　要）

　環境と産業が調和した持続可能な社会をめざし、首都圏における川崎の地理的優位性や我が国を
代表する先端技術産業の集積、数多くの研究開発機関の立地などを活かして、活力ある産業の創出
や臨海部の再生、さらには環境や福祉をはじめとした新産業の創造・育成など、国際競争力の強化と
国際社会への貢献に向けた取組を推進します。
　また、都市拠点や基幹的な交通網などについては、首都圏における川崎の位置付けや役割を認識
しながら、市民の行動範囲の広域化や近隣都市との機能分担を踏まえ、市域を越えて広域的な調和を
重視するとともに、地域生活圏における相互の適切な連携をめざした、広域調和・地域連携型のまち
づくりを基本に、民間活力との連携を図りながら総合的・効果的な整備を進めていきます。

戦略的な産業立地の誘導

工業用水道施設の地震対策
（工業用水道事業会計）

工業用水道事業の再構築に伴う施設整備
（工業用水道事業会計）

   給水能力の見直しにより、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。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ 商店街ソフト事業支援事業　

○ 中小企業団体等共同施設補助金

・ 商店街空き店舗総合活用事業

＜中小企業の経営環境の整備＞

中小企業の育成 [経済労働局] 371,360 391,880 △ 20,520

○ 建設業振興事業

・ 産業振興会館管理事業　など

中小企業の経営安定 [経済労働局] 32,970,279 17,901,496 15,068,783

・ 間接融資事業の拡充
○ 経営安定資金

◎ 環境対策資金

○ 川崎市信用保証協会支援等事業

販路拡大・開拓の支援 [経済労働局] 20,136 19,739 397

・ かわさきブランド推進事業
◎ ものづくり中小企業販路開拓支援事業

・ テクノトランスファー事業　など

＜都市農業の振興＞

農業経営の基盤づくり [経済労働局] 61,603 47,369 14,234

○ 農業技術支援センター改修事業
   試験研究機能の充実・強化を図るための設備投資を行う。

・ 環境保全型農業推進事業　など

地産地消の推進 [経済労働局] 33,723 34,424 △ 701

・ 地産地消推進事業

農業生産基盤の整備 [経済労働局] 19,676 21,326 △ 1,650

◎ 水田利用活性化整備事業

・ 大丸用水堰改修事業　など

新たな産業をつくり育てる

＜新事業創出のしくみづくり＞

ベンチャー支援・創業支援 [経済労働局] 8,840 9,241 △ 401

・ 起業化総合支援事業

　 商店街街路灯の省エネ化に向けて、商店街エコ化プロジェ
クト等を実施する。

　 経営環境が特に厳しい中小建設業者に対し、営業活動支
援、経営相談等を行うことにより、受注機会の拡大に繋げる。

   本市を代表するような企業・製品の取引機会の拡大、ビジネ
スチャンスの獲得を支援する。

   水田を汎用田化することにより農業生産性の向上を図り、農
業者の安定的な経営を支援する。

　 融資枠1,000億円を年度当初から設定し、市内中小企業
の円滑な資金調達を支援する。

   地球温暖化防止の取組を進めようとする市内中小企業に
対する融資制度を創設する。

   国の緊急保証制度に対応した本市の融資制度の貸出実績
の増加に伴う保証料補助等を拡充する。

　 商店街が実施するソフト事業に評価基準を設け審査するとと
もに、専門家の指導により事業の高度化を支援する。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

インキュベーション機能の充実 [経済労働局] 9,688 6,928 2,760

・ 新産業創造支援事業

＜市民生活を支援する新たな産業の育成＞

福祉・生活文化事業の振興 [経済労働局] 55,417 59,721 △ 4,304

・ かわさき福祉産業振興ビジョン推進事業

・ 生活・文化産業振興事業

環境調和型産業の振興 [経済労働局] 70,025 73,965 △ 3,940

・ 国際環境産業推進事業　など

コミュニティビジネスの振興 [経済労働局] 2,287 2,425 △ 138

・ コミュニティビジネス振興事業

コンテンツ産業の振興 [経済労働局] 6,000 10,000 △ 4,000

＜新エネルギー産業の育成＞

新エネルギー分野の事業創出・育成 [経済労働局] 1,614 1,600 14

・ 新エネルギー産業振興事業

＜科学技術を活かした研究開発基盤の強化＞

○ 新川崎・創造のもり第３期計画推進事業           [総合企画局] 80,118 17,000 63,118

先端科学技術の振興 [経済労働局] 40,610 58,043 △ 17,433

・ 知的財産戦略推進事業

・ ライフサイエンス等推進事業　など

就業を支援し勤労者福祉を推進する

＜人材を活かすしくみづくり＞

産業人材の育成と活用 [経済労働局] 4,536 4,804 △ 268

・
・ 産業人材育成事業

就業の支援 [経済労働局] 671,572 28,483 643,089

・ 雇用労働対策事業
・ 求職活動支援事業

　 川崎国際環境技術展を通じた国内外への環境技術の情報
発信、ビジネスマッチングを展開する。

   コンテンツの創造、保護、活用に基づく取組を進め、コンテンツ
を活かした産業イノベーションを推進する。

　 先端科学技術分野の研究開発拠点づくりを推進するため、基
本計画等の策定及びライフライン整備等を行う。

   福祉産業の振興を担う人材と雇用の創出を目的とする地域
雇用創造推進事業を実施する。（21～23年度）

   求職活動に向けた基礎的知識・マナーや、早期安定雇用を
実現するためのスキルなどを提供するセミナーを開催する。

　 知的財産の創造・保護・活用を促進するため、知的財産戦
略推進プログラムを実施し、市内産業の活性化を図る。

企業等退職者人材活用支援事業

   「かわさき基準（ＫＩＳ）」及び製品の普及・促進に取り組み、市
内福祉産業の活性化を図る。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ 就業マッチング事業

・ 若年者就業支援事業

◎ ふるさと雇用再生事業

◎ 緊急雇用創出事業

＜勤労者施策の推進＞

勤労者の福祉の充実 [経済労働局] 296,664 304,234 △ 7,570

・ 勤労者福祉対策事業　など

技術・技能の振興奨励 [経済労働局] 67,180 65,582 1,598

・ 技能奨励事業
・ マイスター制度事業　
◎ 技能ルネッサンス併催イベント事業　など

川崎臨海部の機能を高める

＜臨海部の産業再生＞

国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業 [環境局] 25,534 29,514 △ 3,980

臨海部の再生に向けた産学公民連携の推進 [経済労働局] 6,640 6,640 -                

・ 臨海部産学公民連携推進事業　など

アジア起業家村構想の推進 [経済労働局] 40,765 42,902 △ 2,137

・ アジア起業家誘致交流促進事業

＜臨海部の都市再生＞

臨海部土地利用誘導事業 [総合企画局] 7,600 18,000 △ 10,400

・
・

臨海部ＰＲ誘致推進事業 [総合企画局] 7,000 7,000 -                

◎ 殿町３丁目地区中核施設整備事業 [総合企画局] 2,350,144 -                2,350,144

   無料職業紹介事業を週６日に拡充して実施するなど、総合
的就業支援を進め、雇用環境の改善を図る。

   アジア起業家村構想を推進し、起業家を誘致・育成するとと
もに、環境関連技術の海外移転による国際貢献を目指す。

　 就職や就職活動に関する悩み、不安について、専門相談員
による「若年者のキャリアカウンセリング」を実施する。

   神奈川県ふるさと雇用再生特別基金を活用し、地域雇用再
生のため、今後の地域発展が見込まれる事業等を実施する。

   神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、緊急
雇用創出事業及び重点分野雇用創出事業を実施する。

   神奈川県で開催される技能五輪全国大会にあわせて、併催
イベントを実施し、川崎のものづくり産業の振興を図る。

　 川崎臨海部のブランド確立に向け、企業誘致等のＰＲ活動を実
施する。

　 殿町３丁目地区先行土地利用エリアに研究開発拠点の形成を
促進するため、中核施設用地を取得し、民間活力を導入した施設
整備を推進する。

臨海部動向把握・情報管理事業
臨海部土地利用誘導事業

-47-



単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

戦略拠点等整備推進事業 [総合企画局] 124,047 17,000        107,047

○ 塩浜周辺地区

・ 南渡田周辺地区

浮島地区暫定土地利用推進事業 [総合企画局・港湾局] 6,698 17,218 △ 10,520

　 浮島１期埋立地内の未利用地の暫定利用を推進する。

臨海部交通アクセス円滑化調査事業 [まちづくり局] 892 1,000 △ 108

＜羽田空港再拡張・国際化に対応した基盤づくり＞

羽田空港再拡張事業貸付金 [総合企画局] 1,243,000 1,216,000 27,000

羽田空港再拡張・国際化関連事業 [総合企画局] 17,360 33,430 △ 16,070

＜広域連携による港湾物流拠点の形成＞

港湾物流拠点の推進 [港湾局] 42,526 21,998 20,528

○ 東扇島総合物流拠点の形成
・ 京浜港広域連携の推進

◎ 千鳥町の再整備 [港湾局] 26,040 -                26,040

   千鳥町再整備計画に基づき鉄道敷の撤去等を行う。

港湾機能施設の維持・整備 [港湾局] 1,218,223 445,064 773,159

・ 港湾施設維持管理計画の策定
・ 港湾改修事業　　など

臨港道路の維持・管理 [港湾局] 1,122,715 830,860 291,855

･ 臨港道路東扇島水江町線の整備

･ 川崎港海底トンネル改修　など

廃棄物埋立護岸の整備 [港湾局] 2,676,689 2,193,727 482,962

･ 浮島２期廃棄物埋立護岸の整備

○ 東扇島コンテナターミナル維持・整備 [港湾局] 404,845 332,679 72,166

・ ガントリークレーン・トランスファークレーン等の補修
・ ガントリークレーン３号機の設計

　 臨海部の交通ネットワーク基盤を整備するための基礎調査を実
施する。

   22年10月に完成予定の第４滑走路等の整備を進める国の羽田
空港再拡張事業に要する費用の一部について、貸付を行う。

　 神奈川口構想の一環である羽田連絡道路の整備促進を図るた
め、調査・検討を実施する。

　 南渡田周辺地区のうち小田栄西地区のまちづくりに向けた
取組を推進する。

　 殿町３丁目地区等への交通アクセス改善に向け、産業道路
駅前のバスターミナルの整備を促進する。

   京浜三港（川崎港・東京港・横浜港）の連携により、港の国際
競争力強化等を図る。

   物流円滑化、混雑緩和、防災機能強化及び環境負荷軽減
に向け、水江町と東扇島を結ぶ新たな道路を整備する。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜市民に開かれた安全で快適な臨海部の環境再生＞

魅力ある港湾緑地の形成に向けた取組 [港湾局] 191,469 196,010 △ 4,541

・

港の保安対策 [港湾局] 336,840 316,434 20,406

都市の拠点機能を整備する

＜民間活力を活かした魅力ある広域拠点の形成＞

川崎駅西口地区公共施設等整備事業 [まちづくり局] 16,033 300,198 △ 284,165

川崎駅北口地区第２街区再開発等事業 [まちづくり局] 700 2,741 △ 2,041

ＪＲ川崎駅北口自由通路等整備事業 [まちづくり局] 27,860 165,231 △ 137,371

○ 川崎駅周辺総合整備事業 [まちづくり局] 4,615,963 2,671,479 1,944,484

◎ 京急川崎駅周辺地区市街地整備促進事業 [まちづくり局] 6,000 -                6,000

小杉駅周辺地区整備の推進 [まちづくり局] 4,940,198 8,451,497 △ 3,511,299

・ 小杉駅周辺地区都市再生総合整備事業

・ 小杉駅周辺地区再開発等事業

・ 小杉駅周辺地区エリアマネジメント推進事業

・ 小杉駅周辺交通機能整備事業

新百合ヶ丘駅周辺交通環境対策事業 [まちづくり局] 245,025 28,354 216,671

＜個性ある利便性の高い地域生活拠点の整備＞

溝口駅南口広場の整備 [建設緑政局] 596,500 635,400 △ 38,900

　 安全で快適に暮らせるまちづくりに向けて、新百合ヶ丘駅北口
エレベーターの設置や、交通環境の課題についての対応策の検
討を行う。

   小杉駅周辺地区の景観形成基準案の作成等を行う。

   再開発事業に対し費用の一部を助成するとともに、推進業
務を行う。また、地区幹線道路等の基盤整備費を負担する。

   地域の課題を共有し、課題解決に向けた対応策を検討する
ため情報交換・意見集約を行う。

　 溝口駅の交通結節機能の強化や利便性向上を図るため、南口
広場の整備を進める。

   横須賀線武蔵小杉駅における連絡通路等の設置費用を負
担するとともに、周辺基盤整備を進める。

　 港湾における保安対策の国際的水準維持を目的とし、テロ等の
防止対策を実施する。

   京急川崎駅周辺地区の市街地整備に向けて課題の整理や事
業手法の検討等を行う。

東扇島東公園維持管理事業　など

   道路及びペデストリアンデッキの整備に向けた予備設計等を行
う。

　 共同化事業の事業化に向けた支援方策の検討を行う。

　 北口自由通路の整備に向けた都市計画決定等に関する検討
を行う。

   東西連絡歩道橋のバリアフリー化や東口駅前広場の再編整備
等を推進する。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

鹿島田駅西地区市街地再開発事業 [まちづくり局] 1,548,012 1,280,570 267,442

新川崎地区整備事業 [まちづくり局] 182,500 16,048,709 △ 15,866,209

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 [まちづくり局] 2,477,485 1,957,255 520,230

・ 登戸地区土地区画整理事業
仮換地指定、建築物等移転、道路築造　など

・ 二ケ領用水小泉橋架替整備事業

柿生駅周辺地区再開発等事業 [まちづくり局] 32,400 33,535 △ 1,135

・ 柿生駅東地区バス暫定広場維持管理経費　など

宮前平・鷺沼駅周辺地区まちづくり調査事業 [まちづくり局] 3,000 1,500 1,500

・ 鷺沼駅周辺地区まちづくり調査

基幹的な交通体系を構築する

＜広域的な交通幹線網の整備＞

川崎縦貫道路の整備 [建設緑政局] 574,500 560,500 14,000

・ 首都高速道路事業（高速道路機構）出資金　など

羽田空港アクセス改善推進事業 [まちづくり局] 11,400 19,080 △ 7,680

小杉駅周辺地区整備の推進 [まちづくり局] 4,940,198 8,451,497 △ 3,511,299

総合都市交通体系調査事業 [まちづくり局] 24,846 14,213 10,633

・ 東京都市圏総合都市交通体系調査事業

◎ 川崎市総合都市交通体系調査事業

◎ 川崎縦貫鉄道整備推進事業 [まちづくり局] 14,648 -                14,648

＜市域の交通幹線網の整備＞

連続立体交差事業 [建設緑政局] 2,696,234 6,779,117 △ 4,082,883

・ 京浜急行大師線連続立体交差事業
　 東門前駅から小島新田駅間の整備を推進する。

・ ＪＲ南武線連続立体交差事業
　 尻手駅から武蔵小杉駅間の基礎調査・検討を行う。

幹線道路の整備 [建設緑政局] 6,006,245 7,023,052 △ 1,016,807

・ 街路整備事業　   尻手黒川線ほか13路線
・ 国県道改良事業　国道409号ほか７路線

   新川崎地区交通広場、道路、鹿島田跨線歩道橋の整備などを
実施する。

   東京都市圏における総合的な都市交通体系のあり方を検討
する。

   総合交通体系の策定に必要な調査を実施する。

   再開発事業に対し費用の一部を助成するとともに、再開発事業
に係る用地取得を行う。

　 「新技術による川崎縦貫鉄道整備推進検討委員会」を通じて、
計画の検証及び新技術の導入等、幅広い検討･調査を行う。

　 関係地方公共団体等と協調して京急蒲田駅の鉄道施設改良
事業費の一部を助成する。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

道路計画調査事業 [建設緑政局] 19,055 18,500 555

都市計画道路網のあり方検討調査事業 [まちづくり局] 2,530 11,641 △ 9,111

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 [まちづくり局] 2,477,485 1,957,255 520,230

   社会経済環境の変化等に的確に対応した道路整備の基本的
な考え方を検討する。

   都市計画道路見直し候補路線（区間）の検討・調整を進め、都
市計画変更手続に着手する。
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