
単位：千円

24年度 23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＞

臨海部の産業の再生支援 [経済労働局] 4,522 5,310          △ 788 

[経済労働局] 292,362 297,010       △ 4,648 

・ 先端産業立地促進事業
○内陸部操業環境保全対策事業

[経済労働局] 24,367 25,954         △ 1,587 

・ 国際経済推進事業
・ 都市間産業交流推進事業
◎国際ビジネス交流支援施設運営事業

◎ クイーンズランドビジネスマッチング支援事業

・ 販路開拓事業

[経済労働局] 24,897 34,104        △ 9,207 

[上下水道局] 23,350 37,622  △ 14,272 

[上下水道局] 176,584 162,581      14,003 

[上下水道局] 1,452,000 1,284,000    168,000 

工業用水道施設の維持・修繕事業の推進

（工業用水道事業会計）

＜　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。

工業用水道事業の再構築に伴う施設整備

   給水能力の見直しに伴い、事業規模に見合う、必要な施設整
備を実施する。

（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

   市内中小企業からの海外展開相談へのワンストップサービ
スや、海外からの環境技術視察等への対応を行う。

   上水道・工業用水道・下水道事業を活用した国際展開を推進
する。

（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。

水関連事業における国際展開

   クイーンズランドでの市内企業と現地企業とのビジネスマッ
チングを支援し、市内企業の国際競争力の強化を図る。

産業の国際化の支援

   住宅化が進む内陸部工業集積地における企業の操業環境
保全に向けて、具体的対応策について検討する。

アジア起業家村構想の推進



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

[上下水道局] 166,207 152,000      14,207 

＜ものづくり産業の高度化・複合化＞

○ものづくり技術の高度化 [経済労働局] 12,274 8,530          3,744 

・ 新技術・新製品開発等支援事業　など

○ [経済労働局] 20,000 19,000        1,000 

・ 産学共同研究開発促進事業

＜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] 15,400 17,314         △ 1,914 

・ 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] 92,767 96,229         △ 3,462 

・ 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] 211,634 214,369       △ 2,735 

○商業ネットワーク事業 [経済労働局] 19,910 13,610        6,300 

安全安心な食料品の安定供給 [経済労働局] 1,487,444 894,393      593,051 

・ 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] 169,818 170,859       △ 1,041 

中小建設業の振興・支援 [経済労働局] 1,698 5,648           △ 3,950 

・ 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] 32,484,029 32,411,370  72,659 

○ 経営安定資金

○川崎市信用保証協会等強化育成事業

・ 振興資金　など

   浄水場等の工業用水道施設の地震対策を推進する。

   国際競争力のある技術を有した中小企業を支援し、環境、
エネルギー関連産業の振興を図る。

   カワサキハロウィンの屋外装飾、パレード警備等を強化する。

   震災及び円高等経営環境の変化の影響を受けている中小
企業者等が必要とする事業資金調達の円滑化を図る。

   中小企業者等が支払う保証料の一部を補助するとともに、川
崎市信用保証協会に代位弁済補助を行う。

   中小企業の経営を総合的に支援する。

（工業用水道事業会計）

工業用水道施設の地震対策

   中心市街地のにぎわいのあるまちづくりを推進する。

   本市における中小企業等の研究開発力の向上を図り、新産
業の創出を促進する。

産学公ネットワークの構築と活用推進



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

販路拡大・開拓の支援 [経済労働局] 6,900 7,172           △ 272 

・ 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

＜都市農業の振興＞

農業経営の基盤づくり [経済労働局] 57,881 59,836         △ 1,955 

・ 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
・ 農業生産物放射能測定事業

・ 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] 32,737 33,572         △ 835 

○ 直売団体育成支援対策事業

・ 出荷推進対策事業
・ 地産地消推進事業　など

農業の担い手の育成 [経済労働局] 1,403 1,654           △ 251 

・ 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] 20,806 10,318        10,488 

・ 営農団地整備事業
◎岡上地区かんがい排水施設整備事業

・ 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] 7,280 8,000           △ 720 

・ 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] 2,753 2,897           △ 144 

[経済労働局] 24,897 34,104        △ 9,207 

＜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] 48,940 49,954         △ 1,014 

デザインを活かした産業の振興 [経済労働局] 16,938 17,302         △ 364 

・ 産業デザイン振興育成事業
・ 産業デザインコンペ事業

   畑かんがいに必要な農業用水を確保し、安定的な農産物出
荷を図る。

   セレサモスへの地場産農産物の出荷促進を図る。

ベンチャー支援・新産業支援

   ライフサイエンス・環境などのみらい産業の創造を支援する。

   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

   市内産農産物の放射能検査を実施する。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

国際的視点に基づく環境産業施策の推進 [経済労働局] 46,771 47,340         △ 569 

◎省エネ創エネ新技術導入の促進 [経済労働局] 30,000 -                30,000 

エコタウン推進事業 [経済労働局] 20,539 21,065         △ 526 

・ 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] 5,000 5,500           △ 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] 1,255 1,450           △ 195 

・ 新エネルギー産業振興事業

臨海部の産業の再生支援 [経済労働局] 4,522 5,310          △ 788 

＜科学技術を活かした研究開発基盤の強化＞

新川崎・創造のもり地区における

　　　　　　　　　　　産学共同研究の推進 [経済労働局] 19,472 9,124          10,348 

◎ 産学共同研究推進事業

・ 新川崎・創造のもり第３期計画推進事業

新川崎・創造のもり第３期地区整備事業 [経済労働局] 789,596 4,615,690  △ 3,826,094 

・ 新川崎地区産学官共同研究施設整備事業

オープンイノベーションの推進 [経済労働局] 34,017 31,511        2,506 

・ 科学技術基盤強化事業
◎ コンベンション施設整備構想策定事業

新川崎・創造のもり推進事業 [経済労働局] 73,960 73,902        58 

・ 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] 1,121 1,179           △ 58 

・ 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] 2,963 3,118           △ 155 

　 かわさき新産業創造センターにおいて、大型クリーンルーム
及び実験スペースを備えた研究施設を開設する。

　 先端技術習得に向けた橋渡しを行う技術コーディネーター
を配置するなど、基盤技術高度化支援事業に取り組む。

   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。

   環境技術のショーウィンドウ化を進め、本市の特徴、強みを活か
した環境調和型産業の創出・育成を推進する。

   川崎国際環境技術展、環境産業フォーラムの開催

   コンベンション施設の整備・運営等の検討を行う。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

地域ものづくり等支援事業 [経済労働局] 1,523 1,950           △ 427 

就業の支援 [経済労働局] 768,009 1,061,301  △ 293,292 

・ 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
○地域人材育成事業

◎震災等緊急雇用対応事業

＜勤労者施策の推進＞

勤労者の福祉の充実 [経済労働局] 186,802 222,298       △ 35,496 

・ 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] 65,772 69,522  △ 3,750 

・ 技能奨励事業
・ 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] 4,522 5,310           △ 788 

[経済労働局] 24,897 34,104         △ 9,207 

・ アジア起業家誘致交流促進事業

＜臨海部の都市再生＞

○国際戦略拠点形成の推進 [総合企画局] 59,700 7,000          52,700 

国際戦略拠点地区中核施設等の整備 [総合企画局] 41,570 2,000          39,570 

◎ 仮称産学公民連携研究センターの開設
・ 中核施設整備第３段階整備調査検討

臨海部土地利用誘導事業 [総合企画局] 2,325 2,248          77 

・

○臨海部ＰＲ誘致の推進 [総合企画局] 12,000 10,000        2,000 

   生活文化会館での総合相談窓口に加え、川崎・多摩区役所
において就職相談を行う。

　 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。

   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。

   新卒未就職者等の雇用・就業機会を創出する。

   国際戦略拠点の形成を促進するため、 拠点形成を先導する中
核施設の整備を推進する。

　 震災の影響による失業者等の雇用・就業機会を創出する。

   国際戦略総合特区計画に基づく取組の推進や、企業・研究機
関誘致推進事業等により、ＫＩＮＧ ＳＫＹＦＲＯＮＴを中心に国際戦
略拠点の形成に取り組む。

アジア起業家村構想の推進

臨海部動向把握・情報管理事業

   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。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

戦略拠点等の整備の推進 [総合企画局] 110,900 53,230        57,670 

・ 殿町地区土地利用誘導事業

・ 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

浮島地区土地利用の推進 [総合企画局・港湾局] 17,244 6,313          10,931 

＜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] 6,500 6,000          500 

＜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] 79,714 38,210        41,504 

・ 京浜三港（川崎港・東京港・横浜港）の連携

○港湾計画の改訂 [港湾局] 158,454 62,400 96,054 

千鳥町の再整備 [港湾局] 17,263 30,524         △ 13,261 

港湾機能施設の維持・整備 [港湾局] 1,315,457 1,287,710    27,747 

・ 港湾施設維持管理計画の策定
・ 港湾改修事業、震災対策　など

臨港道路の維持・整備 [港湾局] 1,555,236 2,964,356  △ 1,409,120 

・ 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、震災対策　など

廃棄物埋立護岸の整備 [港湾局] 4,177,869 3,485,010    692,859 

・ 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] 452,811 463,245       △ 10,434 

・ ガントリークレーンの増設、補修等

＜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] 175,671 186,264  △ 10,593 

・

   京浜三港による同時期の改訂を目指し、川崎港の環境、船舶
の航行安全等に関する調査項目を追加して実施する。

東扇島東公園維持管理事業　など

　 産業道路駅前バスバースへのバス進入出路について、安全
対策のための道路拡幅工事等を実施する。

　 集荷補助制度等により、川崎港への貨物集荷、川崎港の新
規利用や継続的な利用の促進を図る。

　 羽田空港国際化等に伴う交通量の推計など、調査・検討を実
施する。

　 案内サインの設置など、殿町地区への歩行者アクセスの改
善を行う。

   川崎港千鳥町再整備計画に基づく荷さばき地舗装及び台秤所
の撤去等を実施する。

   浮島地区の暫定土地利用を継続するとともに、土地利用計画
の策定に向けた調査・検討などの取組を推進する。

　 浅野町地区土地利用計画策定に向けた調査など、南渡田
周辺地区のまちづくりに向けた取組を推進する。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

港の保安対策 [港湾局] 527,260 393,249      134,011 

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] 24,410 266,000       △ 241,590 

ＪＲ川崎駅北口自由通路等整備事業 [まちづくり局] 1,015,368 281,883      733,485 

川崎駅周辺総合整備事業 [まちづくり局] 36,552 175,572       △ 139,020 

京急川崎駅周辺地区市街地整備促進事業 [まちづくり局] 5,000 19,699         △ 14,699 

小杉駅周辺地区整備の推進 [まちづくり局] 5,531,747 4,541,031    990,716 

・ 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] 7,934 245,025       △ 237,091 

＜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] 33,800 30,000        3,800 

鹿島田駅西地区市街地再開発事業 [まちづくり局] 1,206,947 1,558,008     △ 351,061 

新川崎地区整備事業 [まちづくり局] 805,782 1,095,092     △ 289,310 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 [まちづくり局] 3,160,019 3,217,546     △ 57,527 

・ 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

　 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。

   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。

　 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。

   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。

   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、新百合ヶ丘駅周辺に
おける交通環境の課題への対応策の検討等を行う。

   小杉駅周辺地区の景観形成基準案の作成等を行う。

　 再開発事業に対し費用の一部を助成するとともに、ペデストリア
ンデッキ・道路等の基盤整備費を負担する。

　 仮換地指定、建築物等移転、道路築造などを行う。

   自転車歩行者専用道路等の整備やペデストリアンデッキの整
備に向けた設計等を行う。

   川崎駅東口駅前広場において環境配慮への取組を推進する。

　 北口自由通路の施設設計・用地取得等を行う。

   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。



単位：千円

24年度 23年度 増　減事　業　名　（概　要）

柿生駅周辺地区再開発等事業 [まちづくり局] 32,859 34,755         △ 1,896 

・ 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 [まちづくり局] 2,000 2,500           △ 500 

・ 鷺沼駅周辺地区の交通環境改善調査

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] 90,000 343,500       △ 253,500 

・ 首都高速道路事業（高速道路機構）出資金　など

京急蒲田駅総合改善事業 [まちづくり局] 5,580 8,040           △ 2,460 

小杉駅周辺地区整備の推進 [まちづくり局] 5,531,747 4,541,031 990,716 

総合都市交通計画の調査・検討 [まちづくり局] 15,599 12,741        2,858 

・ 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] 6,852 11,531         △ 4,679 

＜市域の交通幹線網の整備＞

連続立体交差事業 [建設緑政局] 6,274,099 6,157,113    116,986 

・ 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整備効果の検討を行う。

幹線道路網の整備 [建設緑政局] 6,052,781 5,771,948    280,833 

・ 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] 16,352 10,994        5,358 

都市計画道路網のあり方検討調査 [まちづくり局] 3,881 10,320         △ 6,439 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 [まちづくり局] 3,160,019 3,217,546  △ 57,527 

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

　 「新技術による川崎縦貫鉄道整備推進検討委員会」による検討
結果への対応や新技術の導入に関する検討を行う。

　 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。

   道路整備に関する調査・検討を行う。

   総合都市交通計画の策定に向けた調査・検討等を行う。


