
単位：千円

23年度 22年度 増　減

超高齢社会を見据えた安心のしくみを育てる

＜地域で共に支え合う福祉の推進＞

[健康福祉局] 14,274 54,274         △ 40,000 
・社会福祉法人経営改善支援事業

地域福祉を支える担い手づくり [健康福祉局] 173,034 196,105       △ 23,071 
・地域福祉計画策定事業　など

◎ 地域が主体となった高齢者の見守り促進事業 [宮前区] 2,487 -                2,487 

＜健康で生きがいを持てる地域づくり＞

いきいきシニアライフ促進事業 [総合企画局] 2,500 3,000          △ 500 

高齢者の生きがいづくり [健康福祉局] 16,137 15,326        811 

・高齢者パワーアップ推進事業　など

高齢者の積極的な社会活動の促進 [健康福祉局] 1,644,742 1,576,735    68,007 

○ 高齢者外出支援乗車事業

・高齢者向け軽作業委託事業
・老人クラブ育成事業　など

高齢者の社会参加の場づくりの支援 [健康福祉局] 678,571 676,070      2,501 

・いこいの家の運営　49カ所
・いきいきセンターの運営　７カ所
・敬老入浴デー事業

＜介護予防の促進＞

健康づくり・介護予防の推進 [健康福祉局] 1,734,887 1,692,446    42,441 

   公営住宅の高齢者が安心して暮らすために、住民同士の顔の見
える関係づくりを進める。

   高齢者が地域でいきいきとした生活を送ることができる生きがい
づくりを支援する。

   高齢者の豊かな経験や知識を活かし、社会活動への参加を促
進するための支援を行う。

   高齢者が元気でいきいきとした生活が送れるように、地域社会に
参加するためのきっかけづくりを行う。

＜　幸　せ　な　暮　ら　し　を　共　に　支　え　る　ま　ち　づ　く　り　＞

事　業　名　（概　要）

　高齢社会にあっても、住み慣れた地域で、個人としての自立と尊厳を大切にし、生涯にわたりいきい
きとすこやかに暮らせるように、自助・共助・公助の適切なバランスを保ちながら、市民の安心を保障す
る持続型の地域福祉社会を構築していきます。
　市民一人ひとりが自らにかかわることは自らの責任と選択によって決定できるための取組を促進する
とともに、自立した生活を送る上で必要な支援については、地域で活動するさまざまな担い手による、
地域社会での支え合いや課題解決の取組を進め、さらに、市民生活を支援する効果的できめ細やか
な施策を展開することにより、行政の責務として地域社会に必要なセーフティネットはしっかりと維持・
提供していきます。

地域の保健福祉を進めていくしくみづくり

   現行制度開始時からの状況変化を踏まえて、制度の見直し
に向けた検討を進める。

   要支援・要介護状態を予防するため、高齢者が住み慣れた地域
で生活機能の維持・強化が図られるよう取組を推進する。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

・いきいき大作戦推進事業
◎ いきいきリーダー活動ポイント制度実施事業

・介護予防の実施
○ 地域包括支援センターの運営　47カ所→49カ所　など

＜介護サービスの充実＞

[健康福祉局] 60,310,437 55,542,381  4,768,056 

・介護保険給付事業
・歯科診療事業
・高齢者住宅改造費助成事業
・高齢者外出支援サービス事業
・福祉有償運送支援事業
・福祉電話相談事業
・要介護者生活支援ヘルパー派遣事業
○ ひとり暮らし等高齢者見守り事業

・高齢者生活支援型食事サービス事業
・高齢社会福祉総合センターの運営
・在宅高齢者緊急対応事業
・在宅高齢者療養支援事業
・日常生活用具給付事業
・緊急通報システム事業
・福祉人材確保支援事業
・訪問理美容サービス事業　など

認知症高齢者施策の推進 [健康福祉局] 148,130 143,020      5,110 
・あんしんセンターの運営
・成年後見制度利用支援事業
・高齢者音楽療法推進事業

認知症に関する相談支援体制の整備 [健康福祉局] 15,230 16,601         △ 1,371 

・認知症コールセンター運営事業　など

○ 特別養護老人ホームの整備 [健康福祉局] 2,279,124 1,149,490    1,129,634 
・６カ所　民設民営

23年度開所予定　２カ所　216床　多摩区宿河原西地区など
23年度増床予定　１カ所　100床　幸区東小倉地区
24年度開所予定　３カ所　350床

介護老人保健施設の整備 [健康福祉局] 180,000 240,000       △ 60,000 
・１カ所　民設民営

24年度開所予定　120床

   ひとり暮らし等高齢者実態把握のための調査を行い、孤立化
している高齢者等への支援を図る。

   認知症に関する普及啓発や徘徊高齢者SOSネットワークの充実
を図り、認知症高齢者等の地域による見守り機能の充実を図る。

                 在宅福祉サービスの推進

介護保険事業の適正な運営と

   高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して生活できるよう
に、介護保険サービス及び在宅福祉サービスを着実に提供する。

   地域における健康づくりや閉じこもり予防、支え合い活動等に
対して、換金しない報奨制度としてのボランティアポイント制度
を試行実施する。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

その他の多様な居住環境の整備 [健康福祉局] 3,900,672 2,550,792    1,349,880 
○ 地域密着型サービス整備費補助金

　小規模特別養護老人ホーム　１カ所　民設民営
 23年度開所予定　29床　幸区小向仲野地区

  小規模多機能型居宅介護　９カ所
  夜間対応型訪問介護　１カ所
  スプリンクラー等整備　16カ所
  自動火災報知設備　16カ所
  火災通報装置　23カ所

・公的介護施設等開設準備経費補助金
  小規模特別養護老人ホーム　３カ所
  小規模多機能型居宅介護　９カ所

・特別養護老人ホーム太陽光発電・省エネ設備等導入事業など

障害のある人が地域で共に暮らせる社会をつくる

＜障害者の地域生活支援の充実＞

在宅サービスの充実 　[市民・こども局　 2,754,375 2,447,553    306,822 

・健康福祉局]
・在宅障害福祉サービス事業
・障害者支援制度実施事業

○ 障害者自立支援法移行円滑化事業

・障害者自立支援推進事業　など
・障害者ショートステイ事業

○ 障害者（児）ショートステイ事業運営費補助金

・障害者（児）ショートステイ・緊急時ベッド確保事業　など
・障害児タイムケアモデル事業
○ 障害者（児）日中一時支援事業

　13カ所→15カ所
・重度障害者在宅生活支援事業
・精神科救急医療対策事業

○ 精神科救急医療協力病院保護室整備事業

・精神科緊急医療施設運営事業　など

日中活動の場の整備と充実 [健康福祉局] 9,224,073 8,755,572    468,501 
・施設障害福祉サービス事業
◎ 障害者通所施設整備事業

◎ 障害者南部入所施設整備事業

・地域活動支援センター運営等補助金　など

   特別支援学校等卒業生進路対策に伴う障害者通所事業所
整備計画に基づき、日中活動の場の整備を行う。

   障害者の入所施設が、北部及び中部地域に偏在している現
状を踏まえ、南部地域における入所施設を検討する。

 　民間精神科医療機関が行う保護室整備に対して補助を実
施し、精神科救急医療体制の拡充・強化を行う。

　 障害者自立支援法の施行に伴い、事業者に対する運営
の安定化、福祉・介護人材の確保及び処遇改善を図る。

   事業者に対する運営の安定化、福祉・介護人材の確保及
び処遇改善を図る。
１カ所→２カ所

   多様な居住環境を実現するための地域密着型サービスの整
備や新たに自動火災報知設備、火災通報装置を設置する認知
症高齢者グループホームに対し補助金を交付する。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

地域生活移行型施設への転換と　　　　　　　　　　　　　　[市民・こども局　 4,508,601 4,443,686    64,915 

      　居住支援の充実 ・健康福祉局]
○ 障害者グループホーム事業

知的障害者グループホーム事業
　103カ所→110カ所
精神障害者グループホーム事業
　43カ所→55カ所

・障害者福祉施策立案事業
・障害児施設事業
・身体障害者医療等支給事業　など

○ 総合リハビリテーションセンターの整備 [健康福祉局] 1,080,751 677,478      403,273 
・総合リハビリテーションセンター整備事業

福祉センターの再編整備 　[市民・こども局　 50,545 35,292        15,253 

・健康福祉局]

＜障害者の自立と社会参加の促進＞

障害特性に応じた専門的支援と相談の提供 [健康福祉局] 60,942 48,179        12,763 
・ピアサポートセンター援助事業
・盲人図書館の運営
・社会的ひきこもり対策事業
・地域精神保健福祉対策促進事業
・心神喪失者等医療観察制度への対応事業
・精神保健事業　など

自立支援と権利の擁護の推進 [健康福祉局] 2,315,973 2,091,436    224,537 
・障害者福祉用具等支給・貸与事業
・精神障害者医療等支給事業
・精神保健福祉審議会
・身体障害者更生資金貸付事業
・実地審査事業　など

障害者の就労支援 [健康福祉局] 131,231 144,462       △ 13,231 
○ 地域就労援助センター運営補助金

・障害者就労支援事業
・障害者ふれあいショップ運営事業　など

社会参加の促進 [健康福祉局] 1,173,321 1,163,790    9,531 
・障害者社会参加促進事業
・障害者の移動手段の確保対策事業
・精神障害者バス乗車券交付事業
・障害者更生援護事業　など

[交通局] 944,896 1,048,665    △ 103,769 （自動車運送事業会計）

   仮称中央療育センター（入所部門）及び重度障害者等生活
施設の建設工事を行う。

   再編整備に向け、仮称川崎区内複合福祉施設の実施設計等を
行う。

　 川崎障害者就業・生活支援センターに対して支援体制の強
化を図る。

バリアフリー対応車両の市バスへの導入



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

安心な暮らしを保障する

＜自立生活に向けた取組の推進＞

ホームレスの自立支援の推進 [健康福祉局] 419,124 518,793       △ 99,669 
・ホームレス対策事業

・ホームレス自立支援センター事業
本館・分館　　　　　　　　　　　　　　各１カ所

・ホームレス生活づくり支援センター事業
・ホームレス就労自立支援センター事業
○ グループホーム型事業

グループホーム型       　　　　　　３カ所→４カ所
・ホームレス地域支援事業　など

離職者の住宅及び就労機会の確保 [健康福祉局] 225,283 144,774      80,509 
・住宅手当緊急特別措置事業

＜確かな安心を支える給付制度の運営＞

小児医療費等の助成 [市民・こども局] 3,767,693 3,617,071   150,622 

小児慢性特定疾患医療費等の助成 [市民・こども局] 594,337 600,494       △ 6,157 

後期高齢者医療制度の運営 [健康福祉局] 6,308,084 6,454,342     △ 146,258 
・後期高齢者医療負担金

総合アレルギー対策事業 [健康福祉局] 135,817 137,482       △ 1,665 

重度障害者医療費の助成 [健康福祉局] 2,980,937 2,839,218    141,719 

難病患者等の居宅生活支援事業 [健康福祉局] 23,967 23,563        404 
・難病福祉キャブ（リフト付自動車）運行事業
・神経難病患者等一時入院事業
・ホームヘルプサービス事業　など

国民健康保険制度の安定した運営 [健康福祉局] 2,610,922 2,622,113     △ 11,191 

・保険料収納対策事業

　 巡回相談を実施し、自立阻害要因の把握と解決のための支
援を行う。

　 ホームレス自立支援センター利用後のアフターケア機能とし
て、市営住宅を活用し、地域生活に密着した支援を行う。

　 住宅及び就労機会の確保に向けた支援として、住宅手当を
支給する。

療養給付費に係る市町村負担金　など

 　重度障害者に対し、保険医療費の自己負担分を助成する。

   制度の安定した運営を行うため、保険料収納対策を継続して強
化するとともに、資格及び医療費の適正化を図る。

　 民間事業者を活用した訪問収納等による初期未納者対策及
び、市税務部門経験者ＯＢの活用による滞納整理事務の強化
を継続し、更なる未納額の縮減を図る。

   市内全域の20歳以上の気管支ぜん息患者に対し、保険医療費
（呼吸機能検査を含む。）の自己負担分の一部を助成する。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

すこやかで健全に暮らす

＜市民の健康づくりの推進＞

[健康福祉局] 2,936,816 3,249,248     △ 312,432 
・特定健康診査等事業

・健康増進法等検診事業
・がん検診事業
・後期高齢者健診事業

＜地域での健康づくりのネットワーク化の推進＞

[健康福祉局] 37,288 38,116         △ 828 
・かわさき健康づくり21推進事業
・健康づくり普及啓発事業
・生活習慣病予防事業

[健康福祉局] 6,240 6,301           △ 61 
・食育推進事業

地域での確かな医療を供給する

＜医療供給体制の確保＞

[健康福祉局] 6,318 3,710          2,608 
・医療安全相談センター事業
◎ かわさき保健・医療懇話会開催事業

＜信頼される市立病院の運営＞

[病院局] 1,686,268 1,569,802    116,466 
・医療器械整備事業

○ 救命救急医療の拡充

[病院局] 8,958,473 3,143,202    5,815,271 （病院事業会計）

   本市の保健・医療分野において、先端的な取組と地域ケアの
取組の連携に向け、情報の交換や共有の場を設ける。

地域医療の推進

生涯を通じた健康自己管理への支援

井田病院の再編整備

   市民に信頼される医療を継続的に提供するため、老朽化の著し
い井田病院の改築工事を実施する。

（病院事業会計）

医療の質及び患者サービスの向上

　 40歳以上の国民健康保険加入者の健康診査等事業を実施
する。

　 75歳以上の高齢者を対象とした健康診査を実施する。

　 救急医療の体制強化として、医師をはじめとする医療関係職
員の増員を図る。（川崎病院）

「食」からはじまる健康づくり

　 医療器械の整備を進め、医療水準の向上を図る。
　　（川崎病院・井田病院）

市民が主体の健康づくりへの支援


