
単位：千円

24年度 23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] 2,461,525 2,372,047    89,478 

○ 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
・ 幼児教育相談事業　など

次世代育成の支援 [市民・こども局] 9,551 5,688 3,863 

地域子育て支援の推進 [市民・こども局] 412,010 370,937 41,073 

○ 地域子育て支援センター事業
49カ所→51カ所                　など

多様な保育の充実 [市民・こども局] 25,750,453 23,126,812 2,623,641 

・ 認可保育所の整備
・ 民間保育所整備事業

９カ所　定員1,120人（24年度完成予定）
１カ所　定員70人（25年度完成予定）

・ 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

◎民有地借上型保育所整備事業

・ 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実施

＜　人 を 育 て 心 を 育 む ま ち づ く り　＞

　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。

事　業　名　（概　要）

11カ所　定員540人

   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。

１カ所　定員60人

４カ所　定員260人

117カ所→142カ所

102カ所→127カ所

28カ所→37カ所

   私立幼稚園に就園する園児の保育料等の補助とともに、幼稚
園における特別支援教育、預かり保育への助成を充実し、幼児教
育の振興を図る。

   「ワーク・ライフ・バランス」の普及・啓発や子ども・子育て新シス
テムへの対応を行う。

   第２期川崎市保育基本計画の推進
   保育受入枠の拡大　18,478人→20,502人　2,024人の増

（認可外保育施設の援護対象児童数を含む。）

６カ所



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

・ 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
1,600人→2,000人（うち新規認定園分200人）

○かわさき保育室の援護費の拡充
320人→380人

○保育環境の充実支援

・ 公立保育所の運営　など

子ども手当の支給 [市民・こども局] 4,268,780 32,468,659  △ 28,199,879 

◎子どものための手当の支給 [市民・こども局] 20,475,290 -                20,475,290 

小児医療費等の助成 [市民・こども局] 4,232,063 3,767,693    464,370 

○ 小児医療費の助成

・ ひとり親家庭等医療費の助成
・ 小児ぜん息患者医療費の助成

小児慢性特定疾患医療費等の助成 [市民・こども局] 639,930 594,337      45,593 

妊婦健康診査費の助成 [市民・こども局] 1,250,719 1,323,221  △ 72,502 

特定不妊治療費の助成 [市民・こども局] 251,095 218,562      32,533 

母子訪問指導の推進 [市民・こども局] 69,393 67,013 2,380 

・ 母子訪問指導事業
◎乳幼児健康診査未受診者フォロー事業

＜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] 3,370,584 3,568,176     △ 197,592 

・

・ 子育て支援・わくわくプラザ事業の実施
・ 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

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）

   特定疾患にり患した児童等に対し、医療費を助成する。

   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。

　 中学校修了前の児童を養育する者に対し、手当を支給する。
（平成24年３月分まで）

　 １年度目を３回、２年度目以降５年度目までの各年度２回、通算
５年度10回までの助成を行う。

　 児童虐待のリスク要因のひとつである乳幼児健康診査の未
受診者に対し、電話や家庭訪問等による状況把握を行い、継
続した支援へつなげる。

受入児童数　108人→137人

　 指導監督体制を強化するとともに、保育施策の充実に向
けた検討を行う。

　 中学校修了前の児童を養育する者に対し、手当を支給する。
（平成24年４月分から）

　 通院にかかる小児医療費助成の対象年齢を小学校就学前
から小学校１年生までに拡大する。（平成24年９月から）



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

青少年健全育成活動の推進 [市民・こども局] 12,891 15,956         △ 3,065 

＜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] 1,261,117 849,829      411,288 

・ 要保護児童の支援
○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
・ 要保護児童施設の整備

・ 北部児童養護施設整備事業費補助金
◎中部児童養護施設整備事業費補助金
◎南部児童養護施設整備事業費補助金
◎児童養護施設改築事業費補助金

・ 児童相談所の運営

障害児の発達支援の推進 [市民・こども局] 1,298,048 822,419 475,629 

・ 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整備
・ 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指定管理委託
◎中央療育センター（入所部門）の開設準備

児童虐待の防止 [市民・こども局] 68,247 67,451 796 

ひとり親家庭等の自立支援 [市民・こども局] 54,039 44,498        9,541 

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] 6,987 7,067  △ 80 

教育活動サポート事業 [教育委員会] 16,982 16,982  -

「読書のまち・かわさき」事業 [教育委員会] 25,494 25,394 100 

・ 「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
・ 学校図書館コーディネーター　　21人の配置　など

   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。

   北部児童養護施設の整備費補助、南部・中部児童養護施
設の設計費補助及び既存の児童養護施設の改築設計費補助
等を行う。

　 平成25年４月の開設に向け、指定管理予定者への引継ぎ
等の準備を行う。

   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。

    「わかる授業」の実現のため、教育活動サポーターを各学校に
配置して、きめ細やかな学習支援を行う。

　 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・発生予防を図る。

　 母子家庭の母に対する就業・自立支援の推進を図る。

　 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、自立型ホーム各１カ所新設）



単位：千円

24年度 23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] 22,671 25,263  △ 2,592 

・ 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] 6,212 6,553  △ 341 

児童生徒安全情報配信事業 [教育委員会] 8,778 10,248  △ 1,470 

学校安全対策推進事業 [教育委員会] 28,619 28,619  -

○児童生徒交通安全対策事業 [教育委員会] 41,361 33,458 7,903 

◎学校防災対策事業 [教育委員会] 17,120  - 17,120 

自動体外式除細動器(AED)整備事業 [教育委員会] 7,890 5,552 2,338 

医療的ケア支援事業 [教育委員会] 6,952 2,376 4,576 

◎

・ 特別支援学校における医療的ケア

特別支援教育サポート事業 [教育委員会] 59,404 59,404  -

重複障害特別支援学級運営事業 [教育委員会] 89,732 102,220  △ 12,488 

・
・

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 56,907  -

・ 日本語指導等協力者の各学校への派遣

被災児童生徒に対する就学援助 [教育委員会] 6,950  - 6,950 

   本市に避難している被災児童生徒の保護者に対し、学用品費
等の就学援助を行う。

   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。

   スクールガード・リーダーを活用し、地域ぐるみの安全で安心な
学校づくりを推進する。

   市立学校全校に配置した自動体外式除細動器（AED）を維持・
管理する。

   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。

   通学路上の危険箇所に地域交通安全員を配置する。
　　　77カ所→87カ所

　 小・特別支援学校において、備蓄物資（全児童生徒の30％相
当分の飲料水及び非常食）の整備や防災教育を推進する。

小学校・中学校における医療的ケア

   医療的なケアが必要な児童生徒に対し、看護師による支援
を定期的に行うことにより保護者の負担の軽減を図る。

   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。

重複障害特別支援学級の設置・運営（３校）
スクールバス等の運行

　 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。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

教育相談機能の充実 [教育委員会] 163,073 163,407  △ 334 

・ 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] 14,635 12,258 2,377 

共生・共育推進事業 [教育委員会] 11,007 11,487  △ 480 

・ 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] 2,641 1,870 771 

小中連携教育推進事業 [教育委員会] 12,943 13,230  △ 287 

○外国語指導助手配置事業 [教育委員会] 275,540 258,252 17,288 

・ 外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置　62人→67人

少人数指導等推進事業 [教育委員会] 99,693 110,770  △ 11,077 

給食食材安全対策事業 [教育委員会] 924  - 924 

小学校等給食調理業務の委託化 [教育委員会] 1,115,754 1,056,379 59,375 

・ 民間事業者への委託による効率的な給食の提供
　新規委託　４校

○適応指導教室（ゆうゆう広場）の運営 [教育委員会] 92,632 79,023 13,609 

理科支援員等配置事業 [教育委員会] 30,681 31,338  △ 657 

・ 小学校全校への理科支援員の配置

＜教育環境の整備＞

◎小学校の新設 [教育委員会] 15,178  - 15,178 

・ 新川崎地区の小学校新設に向けた基本構想の策定
・ 小杉駅周辺地区の小学校新設に向けた基本構想の策定

　 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。５カ所→６カ所

   中学校教員が小学校でモデル授業を行うなど小・中学校が連
携して指導等を行うことで、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。

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

　 小学校給食における食材の安全性を確認し保護者等の不安を
解消するため、給食用食材の放射線量を測定する。

　 小学校・高等学校でのカウンセリング等による支援

　 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。５人→６人

   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。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

小学校・中学校の整備 [教育委員会] 3,869,561 6,967,891  △ 3,098,330 

・ 百合丘小の改築工事（外構工事等） 25年度完成予定
・ 上作延小の改築工事（外構工事等） 24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（外構工事等） 24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

児童生徒の増加に対応した教育環境の整備 [教育委員会] 3,880,791 1,532,703 2,348,088 

・ 上丸子小の改築に向けた実施設計
・ 大谷戸小の改築工事 25年度完成予定
・ 子母口小・東橘中の合築整備に向けた実施設計
◎はるひ野小の増築工事 25年度完成予定
・ 東門前小の増築工事 24年度完成予定
・ 下沼部小の増築工事 24年度完成予定
◎渡田小の増築に向けた基本・実施設計
◎宮前小の増築に向けた基本・実施設計
◎苅宿小の増築に向けた基本・実施設計
◎片平小の増築に向けた基本・実施設計
◎日吉中の増築に向けた基本・実施設計
◎白鳥中の増築に向けた基本・実施設計　

など

通級指導教室の整備 [教育委員会] 13,107 20,400  △ 7,293 

・

○中高一貫教育校の整備 [教育委員会] 3,892,174 399,082 3,493,092 

・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25年度完成予定

特別支援学校の整備 [教育委員会] 2,254,313 197,009 2,057,304 

○ 田島養護学校（高等部）の改築工事及び田島養護学校
　（小中学部）の大規模改修工事　 25年度完成予定

◎重複障害特別支援学級改修

義務教育施設防災関連対策の推進 [教育委員会] 373,648 418,400  △ 44,752 

◎ 学校防災機能の向上

・

既存学校施設再生整備事業 [教育委員会] 284,702 57,000 227,702 

・ 西丸子小の再生整備（モデル実施） 27年度完成予定
・ 久末小の再生整備（モデル実施） 27年度完成予定

学校施設実態調査事業 [教育委員会] 27,535 8,085 19,450 

　 窓ガラス飛散防止フィルムを貼付する。　12校
消防設備等改修、校舎内外装　など

（３月補正）　窓アルミサッシ化　133,910千円
工事４校　24年度完成予定

　 学校教育施設の長寿命化を図るため「長期保全計画」の策定
に向けた学校施設の実態把握・評価を行う。

東生田小及び生田中の通級指導教室整備に向けた実施設計

中高一貫教育校及び二部制定時制課程を有する学校の整備

　 重複障害特別支援学級の市立養護学校小学部移行に向け
た環境整備を行う。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

学校トイレ環境整備事業 [教育委員会] 10,000 390,440  △ 380,440 

エコスクール推進事業 [教育委員会] 12,800 13,175  △ 375 

情報教育の推進 [教育委員会] 578,386 682,976  △ 104,590 

バリアフリー化推進事業 [教育委員会] 20,001 19,000 1,001 

＜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] 169,800 169,800  -

学校支援センター事業 [教育委員会] 9,125 10,196  △ 1,071 

[教育委員会] 18,689 18,860  △ 171 

区における教育体制推進事業 [教育委員会] 2,063 2,172  △ 109 

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] 1,906 2,145  △ 239 

中原図書館再整備事業 [教育委員会] 2,735,645 1,860,426 875,219 

図書館ＩＴ化推進事業 [教育委員会] 66,444 29,280 37,164 

   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

　 学校が抱える様々な課題を、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。

   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、地域課題などに関する学びを支援する。

   武蔵小杉駅前再開発ビル内に中原図書館を再整備する。

   ＩＣタグを導入し、効率的な資料管理・活用を推進する。

（コミュニティ・スクール）推進事業

   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。

　 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。

学校運営協議会制度

   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

（３月補正）　224,788千円
工事５校　24年度完成予定

   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。設計７校25カ所

（３月補正）　401,408千円
工事10校37カ所　24年度完成予定

　 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。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

学校施設有効活用の推進 [教育委員会] 108,429 95,116 13,313 

・ 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] 5,474 5,052 422 

Ｊリーグクラブ連携魅力づくり事業 [市民・こども局] 26,000 26,248  △ 248 

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 12,010  -

国際陸上競技大会の開催 [市民・こども局] 41,000 41,500         △ 500 

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] 3,140 3,500           △ 360 

スポーツ推進計画策定事業 [市民・こども局] 1,764 5,000           △ 3,236 

多摩川を活用したスポーツ大会の開催 [市民・こども局] 22,400 22,400         -

スポーツ・文化複合施設の整備 [市民・こども局] 30,608 14,953        15,655 

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] 2,375 2,500           △ 125 

大学連携の推進 [総合企画局] 500 592             △ 92 

　 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。

　 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。

＜大学などを地域で活かすしくみづくりと

　 大学と地域の多様な連携の促進を図る。

　　　　　　　　　　　　　　若者の社会参加への支援＞

   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、プール、教室等の有効活用を行う。

　 スポーツ・文化複合施設基本計画に基づき、スポーツ・文化複
合施設の整備に向けた取組を進める。

   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
の貸出を含めた学校図書館の有効活用を行う。

   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。

   世界のトップアスリートが競うゴールデングランプリ川崎を開催
し、陸上競技の普及・推進を図る。

   全国大会を開催し、トランポリン競技の普及・推進を図る。

　 「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
ポーツ計画の策定を行う。



単位：千円

24年度 23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推進 [市民・こども局] 6,207 6,414           △ 207 

・ 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] 9,087 9,825           △ 738 

・ 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＞

男女平等施策の推進 [市民・こども局] 9,997 10,108         △ 111 

男女共同参画センターの運営・整備 [市民・こども局] 118,400 121,945       △ 3,545 

＜平和施策の推進＞

平和啓発の推進 [市民・こども局] 2,077 2,164           △ 87 

平和館の運営 [市民・こども局] 53,402 105,989       △ 52,587 

   市民の平和学習や平和交流の場として、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。

　 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
を行う。


