
単位：千円

22年度 21年度 増　減

川崎の魅力を育て発信する

＜新たな観光の振興＞

ミューザ川崎シンフォニーホールの運営 [市民・こども局] 801,166 820,402 △ 19,236

観光・集客型産業の育成 [経済労働局] 70,460 72,009 △ 1,549

◎ 羽田観光情報センター運営事業

・ 観光振興プラン推進事業　など
○ ガラス工芸振興事業

・ Buyかわさき推進事業

観光資源の創出・育成 [経済労働局] 77,085 77,185 △ 100

・ 産業観光推進事業

・ 市制記念多摩川花火大会事業

＜音楽のまち・かわさきの推進＞

音楽のまちづくり推進事業 [市民・こども局] 74,472 74,472 -                

ミューザ川崎シンフォニーホールの運営 [市民・こども局] 801,166 820,402 △ 19,236

国際音楽文化交流事業 [市民・こども局] 6,500 6,500 -                

地域とふれあう音楽振興事業 [市民・こども局] 1,911 1,911 -                

・ フランチャイズオーケストラ巡回公演開催事業
・ 坂本九顕彰事業

市民文化振興事業 [市民・こども局] 6,978 7,167 △ 189

＜　個　性　と　魅　力　が　輝　く　ま　ち　づ　く　り　＞

事　業　名　（概　要）

　地域の歴史や文化に根ざした川崎らしさを大切にするとともに、さらに新しい魅力を創造し、それらが
互いに融合し合いながら変貌を遂げる川崎の姿を発信することにより、都市イメージの向上と、多くの
人々が集う賑わいのあるまちづくりを進めます。
　また、市民が自ら暮らすまちに、いつまでも愛着と誇りが持てるよう、市民の文化・芸術活動を支援す
るとともに、個性にあふれ国際性に富んだ多様な文化の振興や地域間交流を推進するほか、多摩川を
はじめとした貴重な地域資源を活かし、川崎の魅力として育てていきます。

　 首都圏６県市により羽田観光情報センターを設置・運営し、
観光客の拡大を図る。

   音楽を中心とした芸術や市民文化の創造を通じ、「音楽のまち
づくり」を民間活力により推進する。

   「音楽のまち・かわさき」の中核施設として、良質な音楽芸術を
鑑賞する機会を提供するとともに、市民が行う文化活動の場を提
供する。

　 姉妹・友好都市等との音楽による文化交流事業を実施する。

  身近に音楽を楽しめる環境をつくり、音楽文化の裾野を広げる。

　 ガラス工芸作品展示会の開催等により、川崎の地域資源で
あるガラス工芸の周知、振興を図る。

   川崎の特性である多様な産業資源を活かし産業観光等を推
進する。

   市民の文化芸術活動の振興を図るために、「かわさき市民第九
コンサート」「市民コンサート」「かわさき市美術展」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）

子どもの音楽活動推進事業 [教育委員会] 30,026 24,423 5,603

＜ホームタウンスポーツの振興＞

ホームタウンスポーツ推進事業 [市民・こども局] 5,432 7,270 △ 1,838

Ｊリーグクラブ連携魅力づくり事業 [市民・こども局] 24,077 24,660 △ 583

アメリカンフットボールを活用した
       まちづくり推進事業　　　　 [市民・こども局] 13,179 15,000 △ 1,821

スーパー陸上競技大会の開催 [市民・こども局] 41,600 46,048 △ 4,448

◎ 日本陸上競技選手権大会の開催 [市民・こども局] 1,000 -               1,000

全日本社会人
     トランポリン競技選手権大会の開催 [市民・こども局] 3,800 5,000 △ 1,200

◎ スポーツ振興基本計画策定事業 [市民・こども局] 2,000 -               2,000

多摩川を活用したスポーツ大会等の開催 [市民・こども局] 23,403 24,503 △ 1,100

等々力緑地の整備 [建設緑政局] 137,663 128,049 9,614

○ 港湾振興会館を活用した
　　　　　　　　　ビーチバレー大会の開催等 [港湾局] 38,980 33,000 5,980

＜地域資源を活かした魅力づくり＞

◎ 東海道を活用したまちづくり推進事業 [総合企画局] 2,000 -                2,000

◎ 二ヶ領用水総合基本計画の改定に向けた調査 [建設緑政局] 2,500 -                2,500

[幸区] 1,050 9,692 △ 8,642

[中原区] 1,792 1,811 △ 19

○ [高津区] 9,692 10,000 △ 308

　 川崎マリエンにおいて、ＪＢＶツアーオープン戦（本戦）等を開催
し、ビーチバレーの普及・推進を目指す。

　 市民に身近な二ヶ領用水を目指し、計画改定に向けた調査を
行う。

大山街道周辺整備活性化事業

　 「高津大山街道マスタープラン」に基づき歴史的・文化的資源を
活用し、魅力的な空間創造と地域活性化を図る。

地域の魅力発信事業

　 幸区の地域資源である夢見ヶ崎動物公園を中心とした加瀬山
周辺の魅力発信に向けた基本方針を策定する。

スポーツ（アメフット等）を通した
                             地域活性化推進事業

　 区内のスポーツ資源を活用し、地域交流の機会をつくることで、
地域の活性化を図る。

　 東海道を活用したまちづくりや拠点整備のあり方について検討
を行い、基本計画を策定する。

   川崎フロンターレと連携して、市民のまちへの愛着と誇り、連帯
感を育むとともに、魅力づくりを行う。

   競技団体、地域、市民と連携し、地域活性化や青少年の健全
育成などアメリカンフットボールを活用したまちづくりを推進する。

　 ホームタウンスポーツ推進パートナーなどと連携して、スポーツ
による川崎のアピール・魅力づくりに取り組む。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ [麻生区] 27,280 14,612 12,668

協働推進事業 [各区] 387,105 387,121 △ 16

＜都市イメージの向上＞

シティセールス推進事業 [市民・こども局] 53,916 55,532 △ 1,616

[中原区] 2,807 6,389 △ 3,582

文化・芸術を振興し地域間交流を進める

＜市民の文化・芸術活動の振興＞

○ 仮称藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム整備事業 [総合企画局] 223,300 51,600 171,700

・ 開館に向けた基盤整備の推進
・ 開館に向けたミュージアム広報の実施

「映像のまち・かわさき」の推進 [市民・こども局] 14,750 15,000 △ 250

ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭事業 [市民・こども局] 9,000 9,000 -                

アートセンター事業 [市民・こども局] 172,446 171,890 556

市民文化振興事業 [市民・こども局] 6,978 7,167 △ 189

市民文化大使事業 [市民・こども局] 2,496 2,716 △ 220

芸術のまちイベント事業 [市民・こども局] 15,000 15,000 -                

市民ミュージアムの運営管理 [市民・こども局] 325,076 339,453 △ 14,377

◎ 岡本太郎生誕100周年記念事業 [市民・こども局] 13,000 -                13,000

　 「映像のまち・かわさき」推進フォーラムを核に、映像に関する豊
富な地域資源を活かし、「映像」の持つ力を「人材育成・教育」及
び「地域経済の活性化」に活用したまちづくりを推進する。

   地域資源など川崎の潜在的な魅力を掘り起こし､市民や事業者
との連携により、都市の魅力づくりに取り組むとともに､市内外に情
報発信を行い､川崎のイメージアップを図る。

しんゆり・芸術のまち推進事業

　  「しんゆり・芸術のまち」づくりを推進するため、地域の団体と連
携して情報発信、サイン整備、イベント開催等を行う。

小杉駅周辺再開発地区まちづくり推進事業

　 横須賀線武蔵小杉駅の開業に伴い、駅周辺の放置自転車対
策を実施することで、再開発地区周辺のまちの魅力を高めてい
く。

　 「第16回KAWASAKIしんゆり映画祭」を新百合ヶ丘駅周辺地域
において開催する。

　 藤子氏の作品の有効活用を図るため、23年秋の開館へ向け仮
称藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムの整備を進める。

　 北部地域において、芸術文化の創造・発信・交流を促進する。

　 「しんゆり・芸術のまち」の都市イメージに相応しい地域主体の
芸術イベントを開催する。

　 川崎の市民文化の創造発信拠点として、資料・作品の収集、企
画展示、調査研究等を行う。

　 岡本太郎の生誕100年を記念してプレイベント等を行う。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

生田緑地内博物館の総合的管理運営 [教育委員会] 129,902 133,367 △ 3,465

青少年科学館の整備 [教育委員会] 784,646 91,087 693,559

・ 青少年科学館の改築工事の実施 　　23年度完成予定

日本民家園総合防災設備の整備 [教育委員会] 172,400 4,750 167,650

＜個性ある多様な文化の振興＞

ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭事業 [市民・こども局] 9,000 9,000 -               

＜国際交流の推進＞

姉妹・友好都市記念事業 [総務局] 4,638 6,576 △ 1,938

国際音楽文化交流事業 [市民・こども局] 6,500 6,500 -               

市民文化大使事業 [市民・こども局] 2,496 2,716 △ 220

＜地域間交流の推進＞

市民文化大使事業 [市民・こども局] 2,496 2,716 △ 220

多摩川などの水辺空間を活かす

＜多摩川の魅力を活かす総合的な取組＞

多摩川を活用したスポーツ大会等の開催 [市民・こども局] 23,403 24,503 △ 1,100

多摩川プランの推進 [建設緑政局] 320,186 266,510 53,676

・
・ 多摩川プランによる緑地整備

・ 多摩川エコミュージアムプランの推進

・

＜水とのふれあいの場づくり＞

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

◎ [中原区] 1,711 -                1,711なかはら二ヶ領用水竣工400年記念事業

　 二ヶ領用水竣工400年を記念したガイドブックを作成し、二ヶ領
用水の歴史的な意義や価値の周知を図る。

多摩川緑地の維持管理水準の向上　など

　 イギリス・シェフィールド市との友好都市提携20周年に伴う交流
事業等を実施する。

   「多摩川エコミュージアムプラン」を推進するとともに、多摩川
プランのリーディングプロジェクトを実施する。

　 生田緑地内の博物館３館の運営の一部を統一的に行い、効果
的・効率的な管理運営を推進する。

　 貴重な文化財を保護するため、総合防災設備の整備を行う。

  二子橋周辺エリア及び等々力・丸子橋地区周辺エリア
やマラソンコースを計画的に整備するとともに、河川敷
におけるバーベキュー利用等のあり方の検討を行う。

多摩川プラン推進事業

   市民文化大使による地域間交流等を推進し、川崎のＰＲやイ
メージアップを図る。
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