
単位：千円

23年度 22年度 増　減

子育てを地域社会全体で支える

＜安心して子育てできる環境づくり＞

幼児教育の振興 [市民・こども局] 2,372,047 2,341,232    30,815 

○ 私立幼稚園園児保育料等補助事業
・私立幼稚園事業補助金　など

◎ 次世代育成の支援 [市民・こども局] 3,529 -                3,529 

地域子育て支援の推進 [市民・こども局] 370,937 354,249      16,688 

○ 地域子育て支援センター事業
48カ所→49カ所

・ふれあい子育てサポ－ト事業　４カ所
◎ 地域子育て支援情報提供システムの制度設計

多様な保育の充実 [市民・こども局] 22,971,182 18,714,781  4,256,401 

・認可保育所の整備
○ 民間保育所整備事業

中原区内保育所（北谷町地内・玉川保育園跡地）

（認可外保育施設を含む。）

   男女がともに仕事と家庭のバランスがとれた生活を送れるよう、
「ワーク・ライフ・バランス」の普及・啓発を行う。

   子育てに関する相談体制の充実や地域活動への支援など、地
域の実情に応じたきめ細やかな子ども施策を展開する。

   仮称新・保育基本計画の推進
   保育受入枠の拡大　15,475人→16,878人　1,403人の増

   地域における子育て情報を収集・把握し、発信・コーディ
ネートしていくためのシステム構築を行う。

＜　人　を　育　て　心　を　育　む　ま　ち　づ　く　り　＞

事　業　名　（概　要）

　地域で人を育て、人が地域を育てるという新たな価値観により、子どもから大人に至るまでの、教わ
る、教える、育ち、育てるといった取組を、地域と行政との協働と相互信頼に基づきながら総合的に展
開することにより、未来を担う子どもたちがたくましく生きる力を身につけ、すこやかに成長する姿を市
民が実感できるような地域社会をつくります。
　また、市民が生涯を通じていきいきと学び、活動することを支援し、多様な市民の経験や能力が地域
の中で活かされるような環境づくりを進めるとともに、人権が尊重され、誰もが共に生きていける社会の
構築を進めていきます。

   私立幼稚園に就園する園児の保護者を対象に、世帯の所得状
況に応じて経済的負担を軽減するとともに、園に対し教材費等を
助成し、幼児教育の充実と振興を図る。

川崎区内保育所
　（大島１丁目地内・西大島保育園跡地）
   定員120人　23年度完成予定
川崎区内保育所
　（桜本１丁目地内・旧桜本幼稚園跡地）
   定員90人　23年度完成予定
幸区内保育所（戸手２丁目地内・幸消防署仮庁舎跡地）
   定員120人　23年度完成予定
幸区内保育所（東小倉地内・東小倉保育園跡地）

   定員135人　23年度完成予定

   定員120人　23年度完成予定
幸区内保育所（大宮町地内）
   定員30人　23年度完成予定



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

高津区内保育所（末長地内）

〇 民間事業者活用型保育所整備事業

◎ 鉄道事業者活用型保育所整備事業

〇 公立保育所民営化整備事業

・民間保育所の運営
○ 民間認可保育所の拡充

○ 民間認可保育所延長保育事業の拡充

○ 民間認可保育所一時保育事業の拡充

○ 民間認可保育所休日保育事業の拡充

・認可外保育施設の支援等
○ 家庭保育福祉員の受入枠の拡大

○ 地域保育園の援護費の拡充

・かわさき保育室事業　11カ所
・企業内保育施設運営事業　１カ所
・マンション内保育施設運営事業　１カ所

○ 公立保育所の調理業務民間委託化
33カ所→37カ所

・公立保育所の運営　など

○ 子ども手当の支給 [市民・こども局] 32,468,659 26,305,100  6,163,559 

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 

   定員90人　23年度完成予定
高津区内保育所（久地３丁目地内）
   定員120人　23年度完成予定
宮前区内保育所（土橋４丁目地内）
 　24年度完成予定
麻生区内保育所
　（百合丘１丁目地内・百合丘保育園跡地）
   定員90人　23年度完成予定
麻生区内保育所（はるひ野４丁目地内）
   定員120人　23年度完成予定

14カ所　定員750人　23年度完成予定

１カ所　定員60人　23年度完成予定

　 保育需要が増大・多様化する中で、効率的で効果的な運
営ができるよう、建替による民営化を推進する。

93カ所→117カ所
　 鹿島田地内、木月伊勢町地内、稲田堤駅周辺、宮前平
駅周辺保育所の開設
　 公立保育所民営化（末長）
　 民間事業者活用型保育所等の開設

78カ所→102カ所

25カ所→28カ所

５カ所→６カ所

　 中学校修了前の児童を養育する者に対し、児童１人につき月額
13,000円（23年４月分から３歳未満は20,000円）を支給する。

福祉員数19人→30人
75人/月→108人/月

1,580人→1,600人

   小学校就学前までの乳幼児（入院は中学卒業まで）、ひとり親
家庭等に対し、保険医療費の自己負担分を助成する。

   特定疾患にり患した児童等に対し、医療費を助成する。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

◎

[健康福祉局] 2,200,073 -                2,200,073 

○ 特定不妊治療費の助成 [市民・こども局] 218,562 174,525      44,037 

妊婦健康診査費の助成 [市民・こども局] 1,323,221 1,425,968     △ 102,747 

母子訪問指導の推進 [市民・こども局] 67,013 66,356        657 

＜子どもがすこやかに育つ環境づくり＞

児童健全育成の推進 [市民・こども局] 3,568,176 3,485,875    82,301 
・

・子育て支援・わくわくプラザ事業の実施（113カ所）
・多摩区内民間児童館（すかいきっず）運営費の助成
・こども文化センター及びわくわくプラザ室の整備

青少年健全育成活動の推進 [市民・こども局] 15,956 12,973        2,983 

＜子育てを支援する体制づくり＞

児童に関する総合的な相談・支援体制の確立 [市民・こども局] 849,829 1,741,970     △ 892,141 
○ 要保護児童支援の拡充

○ 児童ファミリーグループホーム制度の拡充

○ 里親制度の推進

・児童相談所・一時保護所の再編整備

・要保護児童施設の整備
   児童養護施設の整備に向けた設計費補助等を行う。

・児童相談所の運営(市内３カ所体制へ再編)

◎ こども家庭センター運営費

・中部児童相談所運営費

   市民と行政の連携により、青少年の健やかな成長にふさわしい
環境づくりを推進する。

 　要保護児童の健全な育成が図られるよう、ホーム運営費の
補助を行う。（ファミリーホーム４カ所→５カ所、施設型５カ所→６
カ所）

 　家庭的養護の推進に向けて、里親支援機関の運営等、里親
制度の拡充と里親に対する支援体制の強化を図る。

子宮頸がん予防、ヒブ及び

   要保護児童施設入所児童の処遇改善及び施設運営のため
の支援を拡充する。（市内乳児院１カ所→２カ所）

   「新生児訪問」や「こんにちは赤ちゃん訪問」等を併せて、生後４
か月までの赤ちゃんのいる全家庭を対象に家庭訪問をする。

こども文化センターの運営（58カ所）及びわくわくプラザ事業の
実施（113カ所）

小児用肺炎球菌ワクチン接種の実施

   中部児童相談所の環境改善を目的とした改修工事等を行
う。

 　所在地　高津区末長地内

　 １年度目の助成回数を２回から３回に拡充し、２年度目以降５年
度目までの各年度２回、通算５年度10回までとする。

   母体及び胎児の健康を確保し、安全かつ安心して出産を迎え
るために重要な妊婦健康診査について、14回の助成を行う。

 　児童相談所を市内３カ所体制に再編するとともに、相談・支
援機能の強化を図る。

 　所在地　幸区鹿島田地内

   新たに子宮頸がん予防、ヒブ及び小児用肺炎球菌ワクチン接
種に対して公費助成を行う。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

◎ 北部児童相談所運営費

○ 一時保護所運営費

障害児の発達支援の推進 [市民・こども局] 822,419 417,042      405,377 
・発達障害児・者の専門的相談支援
・南部地域療育センターの実施設計
・西部地域療育センターの運営費補助
・中部地域療育センターの民営化

児童虐待の防止 [市民・こども局] 62,451 55,331        7,120 

ひとり親家庭等の自立支援 [市民・こども局] 44,498 40,805        3,693 

子どもが生きる力を身につける

＜子どものすこやかな成長の保障＞

不登校対策(フレンドシップかわさき）推進事業 [教育委員会] 7,067 7,067           -

教育活動サポート事業 [教育委員会] 16,982 19,110         △ 2,128 

「読書のまち・かわさき」事業 [教育委員会] 25,394 25,539         △ 145 
・「読書のまち・かわさき」推進会議の運営
・学校図書館ボランティアの育成など
・学校図書館コーディネーター　　21人の配置

子どもの音楽活動推進事業 [教育委員会] 25,263 30,026         △ 4,763 
・子どもの音楽の祭典
・子どものためのオーケストラ鑑賞
・地域に開かれた子どもの音楽活動
◎ ジュニア音楽リーダーの育成

小学校児童安全対策事業 [教育委員会] 6,553 6,922           △ 369 

児童生徒安全情報配信事業 [教育委員会] 10,248 8,190          2,058 

 　母子家庭の母に対する就業・自立支援の推進を図る。

   児童の登下校時等の安全対策を図るため、防犯ブザーを配付
するとともに、保護者等による校内パトロールを実施する。

   「わかる授業、個に応じた指導」の実現のため、教育活動サポー
ターを各学校に配置する。

   学校・地域の音楽文化の推進役を担う生徒を育成する。

 　所在地　多摩区生田地内

 　増加する児童虐待の相談等に対応するため、関係機関と連携
し、児童虐待の早期発見・早期対応・発生予防など、子どもの健
やかな成長と、子育て支援の充実を図る。

   電子メールにより児童生徒の安全に関わる情報を配信する。

   児童等の支援及び小中連携による不登校対策の強化のため、
心のかけはし相談員及び生徒指導推進協力員を研究実践校に
配置する。

 　一時保護定員50人→60人



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ 学校安全対策推進事業 [教育委員会] 28,619 25,899        2,720 

児童生徒交通安全対策事業 [教育委員会] 33,458 32,923        535 

○ 自動体外式除細動器(AED)整備事業 [教育委員会] 5,552 3,523          2,029 

○ 特別支援教育サポート事業 [教育委員会] 59,404 56,779        2,625 

特別支援教育コーディネーター配置事業 [教育委員会] 11,687 11,687         -

重複障害特別支援学級運営事業 [教育委員会] 90,533 97,527         △ 6,994 

補助指導員配置事業 [教育委員会] 14,000 14,000         -

○ 海外帰国・外国人児童生徒等関係事業 [教育委員会] 56,907 51,627        5,280 
・日本語指導等協力者の各学校への派遣

教育相談機能の充実 [教育委員会] 163,407 163,768       △ 361 
・スクールカウンセラーの中学校全校配置
・学校巡回カウンセラーの配置　７人

○ スクールソーシャルワーカー配置事業 [教育委員会] 12,258 9,765          2,493 

共生・共育推進事業 [教育委員会] 11,487 12,965         △ 1,478 
・いじめ・不登校を生まない環境づくりと早期対応の取組推進
・「かわさき共生＊共育プログラム」の全市での実施

授業力向上支援事業 [教育委員会] 1,870 2,065           △ 195 

小中連携教育推進事業 [教育委員会] 13,230 12,243        987 

   小学校・高等学校でのカウンセリング等による支援

   継続的な授業改善を通して若手教員の指導力向上を図る。

   特別支援学校の専門性の高い教員が、コーディネーターとして
小・中・高等学校を支援できるよう、校内体制を整備する。

　 小・中・高等学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒
の介助等を行うため補助指導員を配置する。

　 社会福祉等の専門的な見地から、問題を抱える児童・生徒を支
援するためのスクールソーシャルワーカーを配置する。４人→５人

   中学校教員が小学校でモデル授業等を行い連携することで、
中１ギャップの防止や小学校教員の外国語科目等の授業力向上
を図る。

   スクールガード・リーダーの増員により地域ぐるみの安全で安心
な学校づくりを推進する。16人→18人

   市立学校全校に配置した自動体外式除細動器（AED）を維持・
更新し、また校外行事用等に新規18台を配置する。

   特別な教育的ニーズのある児童生徒に対して、適切な教育的
支援を行うため、特別支援教育サポーターを配置する。
　　　　100人→110人

　 市内４校に重複障害特別支援学級を設置・運営するとともに、
自力通学が困難な児童のためにスクールバス等を運行する。

   通学路上の危険箇所に地域交通安全員を配置する。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ 外国語指導助手配置事業 [教育委員会] 258,252 229,095      29,157 
・外国語指導助手の配置　55人→62人

少人数指導等推進事業 [教育委員会] 110,770 112,692       △ 1,922 

小学校等給食調理業務の委託化 [教育委員会] 1,056,379 916,973      139,406 
・民間事業者への委託による効率的な給食の提供

ゆうゆう広場（適応指導教室）の運営 [教育委員会] 79,023 327,179       △ 248,156 

新学習指導要領実施に伴う環境整備 [教育委員会] 178,500 356,124       △ 177,624 
・指導教材の購入

理科支援員等配置事業 [教育委員会] 31,338 48,998         △ 17,660 
・小学校全校に理科支援員を配置

＜教育環境の整備＞

小学校・中学校の整備 [教育委員会] 8,292,073 9,863,939     △ 1,571,866 
・東高津小の改築工事（外構工事等） 23年度完成予定
・百合丘小の改築工事 23年度完成予定
・宮内小の改築工事（外構工事等） 23年度完成予定
・田島中の大規模改修工事（外構工事等） 23年度完成予定
・上作延小の改築工事 23年度完成予定
・大師中の大規模改修工事（外構工事等） 23年度完成予定
・西中原中の大規模改修工事（外構工事等） 23年度完成予定
・旭町小の大規模改修工事 24年度完成予定
・大師小の大規模改修工事 23年度完成予定
・川中島小の大規模改修工事（外構工事等） 24年度完成予定
・東菅小の大規模改修工事 24年度完成予定

など

児童生徒の増加への対応 [教育委員会] 1,904,139 2,124,951     △ 220,812 
・今井小の増築工事 23年度完成予定
・末長小の増築工事（外構工事等） 23年度完成予定
◎ 上丸子小の改築に向けた基本構想の策定

及び基本・実施設計
◎ 大谷戸小の改築に向けた基本・実施設計
◎ 子母口小・東橘中の合築整備に向けた基本・実施設計
◎ 犬蔵小の増築改修に向けた基本構想の策定
◎ 東門前小の増築に向けた基本・実施設計
◎ 下沼部小の増築に向けた基本・実施設計
・はるひ野小の増築設計、久地小の校庭整備工事　など

通級指導教室の整備 [教育委員会] 20,400 23,000         △ 2,600 
・通級指導教室の設置

中高一貫教育校の整備 [教育委員会] 399,082 80,460        318,622 

　 不登校児童生徒を対象に学校復帰や社会復帰のための支援
を行う。

   少人数指導による、きめ細かな指導を推進するため非常勤講師
を配置する。

   中高一貫教育及び二部制定時制課程を有する学校整備に着
手し、実施設計等を行う。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

特別支援学校の整備 [教育委員会] 197,009 124,924      72,085 
・田島養護学校の再編整備に向けた実施設計など
・聾学校・養護学校分教室の改修工事 23年度完成予定

義務教育施設防災関連対策の推進 [教育委員会] 418,400 317,067      101,333 
・消防設備等改修、校舎内外装、窓アルミサッシ化など

◎ 既存学校施設再生整備事業 [教育委員会] 57,000 -                57,000 

◎ 学校施設実態調査事業 [教育委員会] 8,085 -                8,085 

学校トイレ環境整備事業 [教育委員会] 390,440 363,160      27,280 

エコスクール推進事業 [教育委員会] 13,175 7,830          5,345 

地上デジタル放送対応事業 [教育委員会] 418,170 223,580      194,590 

情報教育の推進 [教育委員会] 682,976 719,718       △ 36,742 

・コンピュータ教室整備
・普通教室コンピュータ整備　　　 　　　　　　
・校内LAN整備事業             　　　　　　　　     18校

学校適正配置推進事業 [教育委員会] 1,617,101 1,406,944    210,157 

・王禅寺中央小の大規模改修工事 23年度完成予定
（外構工事等）

・さくら小の大規模改修工事 23年度完成予定

バリアフリー化推進事業 [教育委員会] 19,000 110,535       △ 91,535 

＜地域に開かれた特色ある学校づくり＞

夢教育２１推進事業 [教育委員会] 169,800 178,477       △ 8,677 

   小・中・特別支援学校のコンピュータの導入等により、情報教育
の推進を図る。

 　新学習指導要領への対応や、創意工夫のある教育活動の充実
と活性化を図るため、各学校で家庭・地域との密接な連携のもとに
地域に根ざした教育を組織的・計画的に行う。

　 適正規模適正配置の推進による教育環境の整備を図る。

（３月補正）　　　　　　　　　　　254,869千円
　工事５校　23年度完成予定

　 既存学校施設の改修による再生整備手法により、教育環境の
質的改善を図るとともに、長寿命化及び環境対策を実施する。

　 教育施設の長寿命化を図るため、施設の実態を調査、把握し、
「教育施設長期保全計画」の策定に向けた検討を行う。

　 23年７月の地上デジタル放送への完全移行に伴い、学校施設
においても地上デジタル放送が受信できるよう改修する。

   学校施設のバリアフリー化を促進するため、既存校舎にエレ
ベータを設置する。設計５校

　 環境負荷の低減や自然環境との共生に対応した施設づくりを
推進するため、校舎の壁面緑化や校庭の芝生化等を行う。

   小・中学校の老朽化しているトイレ設備を改修し、快適な教育環
境の整備を図る。工事11校38カ所

（３月補正）　　　　　　　　　　　367,484千円
　工事11校37カ所　23年度完成予定



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

学校支援センター事業 [教育委員会] 10,196 11,020         △ 824 

[教育委員会] 18,860 19,667         △ 807 

区における教育体制推進事業 [教育委員会] 2,172 2,287           △ 115 

生涯を通じて学び成長する

＜いきいきと学び、活動するための環境づくり＞

○ 教育文化会館・市民館

シニアの社会参加支援事業 [教育委員会] 2,145 1,645          500 

中原図書館再整備事業 [教育委員会] 1,860,426 2,569          1,857,857 

図書館ＩＴ化推進事業 [教育委員会] 29,280 39,270         △ 9,990 

学校施設有効活用の推進 [教育委員会] 95,116 111,930       △ 16,814 
・学校施設有効活用事業の実施

・学校図書館有効活用事業の実施

・学校施設地域管理事業の実施

＜地域のスポーツ・レクリエーション活動の支援＞

ホームタウンスポーツ推進事業 [市民・こども局] 5,052 5,432          △ 380 

Ｊリーグクラブ連携魅力づくり事業 [市民・こども局] 26,248 24,077        2,171 

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] 12,010 13,179         △ 1,169 

 　様々な知識、経験を有する地域住民等による学校支援のため
の体制整備を図る。

　 学校が抱えるさまざまな課題を、地域社会との連携を図りながら
解決するため、区における教育体制を整備する。

学校運営協議会制度

（コミュニティ・スクール）推進事業
   学校・家庭・地域が一体となって学校運営に取り組むことで、地
域に開かれた信頼される学校づくりを推進する。　　８校

   地域主体の学校施設の有効活用を一層推進するため、施設
整備を実施する。

   武蔵小杉駅前再開発ビル内に中原図書館を再整備する。

   迅速かつ効率的な資料管理・活用を推進するため、　ＩＣタグを
導入する。

   市民活動やスポーツ・生涯学習などの場として利用できるよ
う、校庭、体育館、特別教室、プールの有効活用を行う。

   地域における読書活動を支援するため、地域住民への図書
の貸出しを含めた学校図書館の有効活用を行う。

   50歳代以上のシニア世代が自らのキャリアを地域社会の中で活
かし、地域の原動力として活躍することができるよう、地域課題など
に関する学びを支援する。　13事業→20事業



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

国際陸上競技大会 41,500 41,600         △ 100 

（仮称IAAFワールドチャレンジ大会）の開催 [市民・こども局]

日本陸上競技選手権大会（混成競技）の開催 [市民・こども局] 400 1,000           △ 600 

◎ トランポリン

   ワールドカップシリーズ川崎大会の開催 [市民・こども局] 5,000 -                5,000 

トランポリン

　 ジャパンクラブチャンピオンシップの開催 [市民・こども局] 3,500 3,800           △ 300 

スポーツ振興基本計画策定事業 [市民・こども局] 5,000 2,000          3,000 

多摩川を活用したスポーツ大会等の開催 [市民・こども局] 22,400 23,403         △ 1,003 

スポーツ・文化複合施設の整備 [市民・こども局] 14,953 15,000         △ 47 

○ 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] 22,506 38,980         △ 16,474 

地域人材の多様な能力を活かす

＜シニア世代の豊かな経験を活かすしくみづくり＞

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

大学連携の推進 [総合企画局] 592 782              △ 190 

産業人材育成事業 [経済労働局] 1,179 1,244          △ 65 

就業の支援 [経済労働局] 1,061,301 671,572      389,729 

　 シニア世代が豊富な経験・知識・能力を発揮し、地域の課題を
自ら解決する地域社会を実現するための取組を進める。

　 大学と地域の多様な連携の促進を図る。

＜大学などを地域で活かすしくみづくりと
　　　　　　　　　　　　　　若者の社会参加への支援＞

   世界のトップアスリートが競う国際陸上競技大会を開催するとと
もに、市民への陸上競技の普及、振興事業を行う。

   日本陸上競技選手権大会（混成競技）を開催するとともに、サブ
イベント等を行い、陸上競技の普及・促進を図る。

   トランポリンの国際大会を開催し、市の魅力づくりに取り組むとと
もに、トランポリン競技の普及・推進を目指す。

   トランポリンの全国大会を開催し、トランポリン競技の普及・推進
を目指す。

　 「スポーツのまち・かわさき」を推進するための柱となる新しいス
ポーツ基本計画の策定を行う。

　 川崎国際多摩川マラソン、多摩川リバーサイド駅伝及び多摩川
カヌー教室を開催する。

　 富士見周辺地区整備実施計画等に基づき、スポーツ・文化複
合施設の整備を行う。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

人権を尊重し共に生きる社会をつくる

＜人権・共生施策の推進＞

子どもの権利施策の展開 [市民・こども局] 6,414 8,719           △ 2,305 
・子どもの権利委員会の運営 など

外国人市民施策の推進 [市民・こども局] 9,825 8,538          1,287 
・外国人市民代表者会議の運営　など

民間シェルター支援事業 [市民・こども局] 10,000 10,000         -

＜男女共同参画社会の形成に向けた施策の推進＞

男女平等推進事業 [市民・こども局] 10,108 9,857          251 

男女共同参画センターの運営・整備 [市民・こども局] 121,945 133,571       △ 11,626 
   男女共同参画推進拠点施設としての運営及びホール改修など

＜平和施策の推進＞

平和啓発事業 [市民・こども局] 2,164 3,723           △ 1,559 

平和館の運営 [市民・こども局] 105,989 60,010        45,979 
   市民の平和学習や平和交流の場としての運営及び施設の改修
などを行う。

   配偶者等の暴力などによる人権侵害からの救済を目的として、
女性等の緊急一時保護を行う民間団体を支援する。

   核兵器廃絶平和都市宣言の理念に基づき、平和啓発を推進す
る。

   「男女平等のまち・かわさき」の実現を目指して、総合的かつ計
画的に男女平等施策を推進する。


