
単位：千円

23年度 22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] 9,124 80,118         △ 70,994 

臨海部の産業の再生支援 [経済労働局] 5,310 6,640          △ 1,330 

[経済労働局] 297,010 645,689       △ 348,679 
・先端産業立地促進事業
◎ 操業環境保全対策等調査事業

・工場立地情報システム事業

[経済労働局] 25,954 9,469          16,485 
・国際経済推進事業

◎ 都市間産業交流推進事業

・販路開拓事業

[経済労働局] 34,104 40,765         △ 6,661 

◎

[上下水道局] 37,622 -                37,622 

[上下水道局] 162,581 162,459      122 

[上下水道局] 1,284,000 1,042,000    242,000 

（工業用水道事業会計）
   維持管理・修理工事を計画的かつ効果的に実施し、工業用水
の安定給水を確保するとともに施設の長寿命化を図る。

   国際的視点に基づく上水道・工業用水道・下水道事業を活用し
た産業施策を推進する。

工業用水道施設の維持・修繕事業

＜　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。

（水道・工業用水道・下水道事業会計）

戦略的な産業立地の誘導

   内陸部工業集積地における中小工場等の操業環境保全対
策に関する調査を実施する。

産業の国際化の支援

   アジア、海外への販路開拓などビジネスの国際化を支援し、
市内企業の国際競争力の強化を図る。

アジア起業家村構想の推進

上水道・工業用水道・下水道事業の国際展開

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。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜ものづくり産業の高度化・複合化＞

デザインを活かした産業の振興 [経済労働局] 17,302 12,589        4,713 

ものづくり技術の高度化 [経済労働局] 8,530 10,183         △ 1,653 
・新技術・新製品開発等支援事業　など

[経済労働局] 19,000 20,050         △ 1,050 
・産学共同研究開発促進事業

◎ [経済労働局] 4,615,690 -               4,615,690 

＜まちづくりと連動した商業の振興＞

商業力の強化 [経済労働局] 17,314 18,863         △ 1,549 
・商業力強化事業
・商業バリューアップ事業
・Buyかわさき推進事業

地域特性に応じた商業の振興 [経済労働局] 96,229 98,699         △ 2,470 
・商店街課題対応事業
・地域連携事業

○ まちづくり連動事業 [経済労働局] 214,369 205,301      9,068 

商業ネットワーク事業 [経済労働局] 13,610 17,604         △ 3,994 

安全安心な食料品の安定供給 [経済労働局] 894,393 492,154      402,239 
・集荷対策事業
・北部市場施設整備事業
・南部市場施設整備事業

＜中小企業の経営環境の整備＞

川崎市産業振興財団運営費等補助事業 [経済労働局] 170,859 180,317       △ 9,458 

中小建設業の振興・支援 [経済労働局] 5,648 5,694           △ 46 
・建設業振興事業
・中小建設業者支援事業

中小企業の経営安定 [経済労働局] 32,411,370 32,970,279   △ 558,909 

・間接融資事業
・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] 7,172 7,337           △ 165 
・川崎工業ブランド推進事業
・Webかわさき製品見本市事業
・ものづくり中小企業販路開拓支援事業

産学公ネットワークの構築と活用推進

新川崎・創造のもり第３期地区整備事業

   川崎駅周辺の商業活性化、回遊性の強化、羽田空港国際化へ
の対応等中心市街地のにぎわいのあるまちづくりを推進する。

   幅広い商業ネットワークの構築を図る。

   中小企業の経営を総合的に支援する。

   市内中小企業の事業活動に必要な資金調達を支援する。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜都市農業の振興＞

農業経営の基盤づくり [経済労働局] 59,836 75,560         △ 15,724 
・かわさき「農」の新生プラン推進事業
・営農指導対策事業
・農業生産緑地振興事業
・病害虫防除対策事業
・農業技術支援センター管理運営事業

地産地消の推進 [経済労働局] 33,572 35,987         △ 2,415 
・園芸振興対策事業
・地産地消推進事業

農業の担い手の育成 [経済労働局] 1,654 1,723           △ 69 
・農業担い手育成推進事業

農業生産基盤の整備 [経済労働局] 10,318 19,397         △ 9,079 
・営農団地整備事業
・農業生産基盤等整備事業
・農業振興地域整備計画管理等業務

新たな産業をつくり育てる

＜新事業創出のしくみづくり＞

[経済労働局] 8,000 8,840           △ 840 
・起業化総合支援事業

生活向上に向けた新たな産業の振興 [経済労働局] 2,897 3,059           △ 162 

[経済労働局] 34,104 40,765         △ 6,661 

＜市民生活を支援する新たな産業の育成＞

福祉産業の振興 [経済労働局] 49,954 52,358         △ 2,404 

デザインを活かした産業の振興 [経済労働局] 17,302 12,589        4,713 
・産業デザイン振興育成事業
・産業デザインコンペ事業

国際的視点に基づく環境産業施策の推進 [経済労働局] 47,340 47,906         △ 566 

エコタウン推進事業 [経済労働局] 21,065 22,119         △ 1,054 
・エコタウン推進事業
・エコタウン会館譲受金

コンテンツ産業の振興 [経済労働局] 5,500 6,000           △ 500 
・コンテンツ産業振興事業

＜新エネルギー産業の育成＞

新エネルギー産業振興事業 [経済労働局] 1,450 1,614           △ 164 
・新エネルギー産業振興事業

   国際環境技術展、環境産業フォーラムの開催

   ライフサイエンス・環境などのみらい産業の創造支援

   かわさき基準（ＫＩＳ）福祉機器の普及支援を図る。

アジア起業家村構想の推進

ベンチャー支援・新産業支援



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

臨海部の産業の再生支援 [経済労働局] 5,310 6,640          △ 1,330 

＜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] 9,124 80,118         △ 70,994 

◎ 新川崎・創造のもり第３期地区整備事業                        [経済労働局] 4,615,690 -                4,615,690 

オープンイノベーションの推進 [経済労働局] 31,511 40,610         △ 9,099 

・科学技術基盤強化事業
◎ 広域連携イノベーション推進事業

新川崎・創造のもり推進事業 [経済労働局] 73,902 86,632         △ 12,730 
・新川崎・創造のもりセミナー開催事業
・新川崎・創造のもり第1期管理・運営事業

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＞

産業人材育成事業 [経済労働局] 1,179 1,244           △ 65 
・産業人材育成事業
・インターンシップ推進支援事業

企業等退職者人材活用支援事業 [経済労働局] 3,118 3,292           △ 174 

地域ものづくり等支援事業 [経済労働局] 1,950 2,085           △ 135 

就業の支援 [経済労働局] 1,061,301 671,572      389,729 
・雇用労働対策事業
・就業支援事業
○ 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

・重点分野雇用創出事業

   総合相談窓口を週６日開設するなど、総合的就業支援を推
進する。

   先端科学分野における市内産業の振興を支援する。

   地域企業の基盤技術の高度化に向けてナノ・マイクロ理工学分
野における産学連携を推進する。

   首都圏のポテンシャルを活かした国際競争力の強化のため
の自治体、支援機関等による連携について検討・発信を行う。

　 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、ナ
ノ・マイクロテクノロジーを核とした産学官共同研究施設を整備す
る。

   企業等の退職者の熟練した技能を再び企業活動に活かせるよ
う支援する。

   ものづくりの次世代継承を図るため、中小企業と教育機関との
交流・連携事業を実施する。

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



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

◎ 地域人材育成事業

＜勤労者施策の推進＞

勤労者の福祉の充実 [経済労働局] 223,376 320,236       △ 96,860 
・勤労者福祉対策事業
・勤労者福祉共済事業

技能奨励事業 [経済労働局] 69,522 65,776        3,746 
・技能奨励事業
◎ 技能奨励育成事業

・生活文化会館管理運営事業

川崎臨海部の機能を高める

＜臨海部の産業再生＞

臨海部の産業の再生支援 [経済労働局] 5,310 6,640           △ 1,330 

[経済労働局] 34,104 40,765         △ 6,661 
・アジア起業家誘致交流促進事業

＜臨海部の都市再生＞

◎ 国際競争拠点形成の推進 [総合企画局] 7,000 -                7,000 

殿町３丁目地区中核施設等の整備 [総合企画局] 2,000 2,350,144     △ 2,348,144 

臨海部土地利用誘導事業 [総合企画局] 22,248 7,600          14,648 
・
・

○ 臨海部ＰＲ誘致の推進 [総合企画局] 10,000 7,000          3,000 

戦略拠点等の整備の推進 [総合企画局] 33,230 124,047       △ 90,817 
・サポートエリア整備推進事業

・南渡田周辺地区整備推進事業

   市内中学、高校にマイスター等技能者を派遣し技能職への
関心を高める取組を推進する。

アジア起業家村構想の推進

   臨海部の産業の再生を図るため産学公民・企業間連携を進め、
各企業の環境への取組について国内外へ情報発信を行う。

   神奈川県緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、新卒
未就職者就業支援等の地域人材育成事業を実施する。

　 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。

　 川崎臨海部のブランド確立に向け、有識者による情報発信や企
業誘致等のＰＲ活動を実施する。

   殿町３丁目地区を中心に国際競争拠点の形成を進めるため、
官民共同で戦略を立案、取組を推進する。

   国際競争拠点の形成を促進するため、 殿町３丁目地区の中核
施設間の連携方策や新たな施設の立地誘導の検討を進める。

殿町地区土地利用誘導事業

　 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等を促進する。

臨海部動向把握・情報管理事業



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

浮島地区土地利用の推進 [総合企画局・港湾局] 6,313 6,698           △ 385 

臨海部交通アクセス円滑化調査事業 [まちづくり局] 892 892              -

＜羽田空港再拡張・国際化に対応した基盤づくり＞

羽田連絡道路の整備促進 [総合企画局] 6,000 17,360         △ 11,360 

＜広域連携による港湾物流拠点の形成＞

○ 京浜港広域連携の推進 [港湾局] 38,210 19,610        18,600 

千鳥町の再整備 [港湾局] 30,524 26,040        4,484 

港湾機能施設の維持・整備 [港湾局] 1,287,710 1,218,223    69,487 
・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・整備 [港湾局] 2,964,356 1,122,615    1,841,741 
･ 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] 3,485,010 2,676,689    808,321 
･ 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] 463,245 404,845      58,400 
・ガントリークレーン・トランスファークレーン等の補修

＜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] 186,264 191,469  △ 5,205 
◎

・

港の保安対策 [港湾局] 393,249 336,840      56,409 

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] 266,000 16,033        249,967 

   川崎浮島地区土地利用基本方針の見直しを行うとともに、暫定
土地利用を推進する。

　 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。

東扇島東公園維持管理事業　など

　 臨海部への交通アクセス円滑化方策の検討を実施する。

   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。

   歩行者専用道路等の用地取得やペデストリアンデッキの整備に
向けた詳細設計等を行う。

   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。

　 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。

   川崎港千鳥町再整備計画に基づき鉄道敷の撤去等を実施す
る。

川崎港開港60周年記念事業
   開港60年の機会に、港湾関係者や民間団体主催のイベント
と連携して事業を実施し、川崎港の知名度を更に高める。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

ＪＲ川崎駅北口自由通路等整備事業 [まちづくり局] 281,883 27,860        254,023 

川崎駅周辺総合整備事業 [まちづくり局] 175,572 4,615,963     △ 4,440,391 

京急川崎駅周辺地区市街地整備促進事業 [まちづくり局] 19,699 6,000          13,699 

小杉駅周辺地区整備の推進 [まちづくり局] 4,541,031 4,940,198     △ 399,167 
・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] 245,025 245,025       -

＜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] 30,000 596,500       △ 566,500 

鹿島田駅西地区市街地再開発事業 [まちづくり局] 1,558,008 1,548,012    9,996 

新川崎地区整備事業 [まちづくり局] 1,095,092 182,500      912,592 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 [まちづくり局] 3,217,546 2,477,485    740,061 
・登戸地区土地区画整理事業

・向ヶ丘遊園駅連絡通路等整備事業

柿生駅周辺地区再開発等事業 [まちづくり局] 34,755 32,400        2,355 
・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] 2,500 3,000           △ 500 
・鷺沼駅周辺地区まちづくり調査

    再開発会社施行による 再開発事業に対して事業費の一部を
助成する。

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

   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。

　 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。

　 北口自由通路の整備に向けた詳細な施設設計及び都市計画
決定手続に必要な図書の作成等を行う。

    仮換地指定、建築物等移転、道路築造などを行う。

   連絡通路本体工事及び工事に伴い支障となる施設の移転
工事などを行う。

   新川崎地区（操車場跡地）交通広場等の設計、鹿島田跨線歩
道橋の整備等を実施する。

　 安全で快適に暮らせるまちづくりに向け、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への対応策を検討する。

   川崎駅北口第２街区周辺の歩行者動線の整備等を行う。

   小杉駅周辺地区の景観形成基準案の作成等を行う。

   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
業手法の検討を行う。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

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] 343,500 574,500       △ 231,000 
・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] 8,040 11,400         △ 3,360 

小杉駅周辺地区整備の推進 [まちづくり局] 4,541,031 4,940,198    △ 399,167 

総合都市交通計画の調査・検討 [まちづくり局] 12,741 24,846         △ 12,105 
・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

川崎縦貫鉄道の推進に向けた取組 [まちづくり局] 11,531 14,648         △ 3,117 

＜市域の交通幹線網の整備＞

連続立体交差事業 [建設緑政局] 6,157,113 2,696,234    3,460,879 
・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] 5,771,948 6,006,245     △ 234,297 
・街路整備事業　   尻手黒川線ほか11路線
・国県道改良事業　国道409号ほか７路線

道路計画調査事業 [建設緑政局] 10,994 19,055         △ 8,061 

都市計画道路網のあり方検討調査事業 [まちづくり局] 10,320 2,530          7,790 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 [まちづくり局] 3,217,546 2,477,485   740,061 

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

   都市計画変更に向けた都市計画道路見直し候補路線（区間）
の検討を行う。

　 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。

   第５回東京都市圏物資流動調査の基本的な方針を検討す
る。

   総合都市交通計画の策定に向けた調査を実施する。

   道路整備に関する調査・検討を行う。


