
事　　　業　　　概　　　要

区役所転出入窓口の土曜日
開設事業

1,266

区役所サービス向上推進事業

2,000

地域課題対応事業（区独自事
業）

389,498
地域課題対応事業（局区連携
事業）

160,781

区民会議開催経費（７区計）

　 38,060

自転車マナーアップ事業

886
川崎区放置自転車等対策事業

☆ 859

○ すこやか子どもの歯支援事業

975

○ 思春期問題対策事業

2,573

川崎区エコプロジェクト事業

1,728
臨海地区道路不法投棄対策
事業

☆ 1,930

○ 区民サービス向上事業

2,492

事　　　　　業　　　　　名

Ⅳ　区民会議の運営

事　　　　　業　　　　　名

Ⅱ　区役所等窓口サービス機能再編推進事業

Ⅰ　区役所転出入窓口の土曜日開設事業

地域からの総合的な視点を活かした事業を実施するため、区役所が主体的
に関係局と調整を行い、事業を実施する。

平成23年度に改定した「区役所サービス向上指針」に基づき、より効果的・効
率的な窓口サービスの向上を図る。

（◎は新規事業、○は拡充事業、☆は局区連携事業の予算）      　　　　　　　　 　          （単位：千円）　

平成24年4月から実施される駐輪場利用料金の改定に合わせ、区内の各駅
周辺駐輪場へ利用転換するための啓発を行う。

自転車利用者の交通ルールの遵守とマナーの向上を目的に「川崎区交通安
全子ども自転車大会」やスタントマンが交通事故を再現する交通安全教室を開
催する。地域ぐるみで交通安全意識の向上などを目的に啓発活動を行う。

区役所窓口のサービス向上を目指し、区役所内の組織横断的なプロジェクト
である窓口サービス改善検討委員会を中心に、窓口及び事務改善の各職員の
取組支援や接遇研修の実施、窓口の環境改善に取り組む。

不法投棄により衛生上・防犯上の課題がある歩道橋階段下に防護フェンスを
設置し、環境改善を図る。また、不法投棄防止看板・ステッカーを作成し、不法
投棄防止の啓発活動を展開する。

不登校、ひきこもりなどの課題解決に向け、様々な課題や悩みを抱えている
子どもに対する相談・支援を行うフリースペースを実施する。また、ケース支援
の充実等を目的とした事例検討会や、不登校児の保護者の会を開催する。

子どもの虫歯を防ぐため、地域子育て支援センター、各種イベント等を活用し
て、フッ化物の正しい使い方について、対象を広げ講習を実施する。

Ⅳ　環境まちづくり事業費
緑化講習会等の実施を通じて地域緑化を推進する。また、環境出前講座、地
球環境問題啓発ポスターコンクールを地域と連携して実施し、地球環境問題へ
の啓発を図る。

Ⅲ　総合的な子ども支援事業費

Ⅱ　地域福祉・健康づくり事業費

Ⅶ　区役所サービス向上事業費

Ⅰ　安全・安心まちづくり事業費

４　区行政改革の推進に関する取組（その他の取組）

Ⅲ　地域課題対応事業（７区）

地域社会が抱える課題の解決や地域特性を活かしたまちづくりを推進するた
め、区民の参加と協働により、区役所が自主的に企画立案し、事業を実施す
る。

まちづくりの主役である区民が委員となり、区民に身近な地域社会の課題に
ついて調査審議を行い、参加と協働による課題解決の実践活動につなげる。

毎月第２・第４土曜日に、区役所の転出入窓口を開設し、窓口サービスの向
上を図る。

区行革改革の推進に関する取組（２０ページ参照）で紹介した主な取組のほか、区役所機能の充
実に向けた取組や地域に身近な区役所が把握した地域のニーズや課題等に対応するため、各区役
所が自主的に企画した取組を推進しています。



事　　　業　　　概　　　要

○ 地域防災活動の推進事業

2,962

ふれあい・すこやか事業

804
◎ さいわい食品衛生啓発事業

226

○ こども・子育て支援事業

　 3,414
◎ さいわい夢保育事業

　 1,182

幸アーカイブ事業

2,163

◎ 幸区多文化共生推進事業

554

幸区提案型協働推進事業

2,111

事　　　業　　　概　　　要

中原区安全・安心まちづくり推
進事業

808

橋わたしによる地域福祉の活
性化事業

1,599

○ 乳幼児ふれあい事業

　 1,136
○ 中原区子育てネットワーク事業

3,764
◎ 公的児童施設有効活用事業

1,337

○ 区役所コンサート事業

2,450

市民活動活性化事業

3,186
商店街と連携した地域のまち
づくり推進事業

☆ 1,187

（◎は新規事業、○は拡充事業、☆は局区連携事業の予算）      　　　　　　　　 　          （単位：千円）　

民間保育所へ支援と適切な指導・助言をすることで、実践的な知識や保育技
術を高める人材育成、民間保育所との連携強化を踏まえた支援体制を進める。

Ⅷ　地域課題対応事業その他経費

地域の課題解決に向け、区内の活動団体などから事業計画を募集し、参加と
協働によるまちづくりを推進する。

地域の人的資源を活かし、異なる文化的、歴史的背景を持つ市民の基本的
人権が守られる感受性豊かな地域、国際的な視点を持ったまちづくりを行う。

Ⅲ　総合的な子ども支援事業費

子育て家庭の育児不安を解消し、安心して子育てができる社会をめざして、
総合的な子育て支援体制を確立し、地域全体で子育てを推進していく。

Ⅴ　地域資源活用事業費

Ⅵ　地域コミュニティ活性化推進事業費

幸区の郷土記憶を映像や記録で収集整理し、地域の歴史・変遷の記憶を区
民と共有することにより、郷土愛や地域への愛着心の醸成を図る。

食品衛生啓発を目的に、食中毒に関する基本的な知識や食品の取扱方法を
講習会で説明し、リーフレットの配布を行う。また、小学生を対象にポスター募
集し、展示する。

事　　　　　業　　　　　名

（◎は新規事業、○は拡充事業、☆は局区連携事業の予算）      　　　　　　　　 　          （単位：千円）　

Ⅰ　安全・安心まちづくり事業費

区民の防災意識の高揚を図ることを目的として防災フェアを開催する。また、
避難所、給水所等の情報を踏まえた、防災マップを作成する。

Ⅱ　地域福祉・健康づくり事業費

高齢者が「ふれあいながらすこやかに暮らせる地域づくり」を推進するため、
地域事情に精通し、地域で活躍されている老人クラブ等の協力を得ながら、地
域で身近な福祉活動の担い手になる「ふれすこサポーター」の養成を行う。

商店街を地域コミュニティの場として活用し、料理教室や物産展などのモデル
事業を実施することにより、地域の活性化に向けた取組を推進する。

区内の公立保育所、地域子育て支援センター及びこども文化センターを地域
の子育て支援拠点として活用し、親子の居場所づくりや育児に関する情報提供
などを実施する。

Ⅴ　地域資源活用事業費

Ⅵ　地域コミュニティ活性化推進事業費

中原区地域福祉計画に基づき、地域福祉の普及啓発のためのワークショップ
や地域福祉講座を開催するとともに、高齢者のふれあいの場「寄り合い処」を新
設するなど、住民同士が支え合える地域づくりを進める。

Ⅱ　地域福祉・健康づくり事業費

事　　　　　業　　　　　名

Ⅰ　安全・安心まちづくり事業費

市民活動団体が成果を発表する場である「なかはらっぱ祭り」の開催や区民
交流センターの運営などを通じて、区を拠点とする市民活動団体の活動を活性
化する。

区役所などの公共施設で本格的な音楽を気軽に楽しめる場を提供することに
より、区内における「音楽のまちづくり」を推進する。また、平成24年度は区制40
周年を記念したコンサートを実施する。

区内で乳幼児を対象に活動している団体、機関と連携し、子育てネットワーク
を組織し、子育て情報の発信や親子の体験型学習講座等を実施し、区民と協
働で総合的な子育て支援を展開する。

Ⅲ　総合的な子ども支援事業費

乳幼児健診の待ち時間や終了後に保健師・保育士がふれあい遊びの体験
や育児情報の提供を行い、親子の育児不安の解消や子どもの発達に合わせ
た遊びや育児を支援する。

区民、地域団体、行政機関などが連携し、地域防犯活動団体とともに、ワーク
ショップや防犯講演会を開催し、また、防犯マニュアルを作成することなどによ
り、地域の防犯力及び防犯意識の向上を図る。



事　　　業　　　概　　　要

○ 地域防災力向上事業

903

高津公園体操推進事業

670

高津区子ども・子育て支援事
業

807
高津区子ども・子育て情報発
信事業

3,242

高津区音楽のまち推進事業

5,086
「たちばな農のあるまちづくり」
推進事業

2,000

公園を活用した地域コミュニ
ティ活性化事業

2,412

◎ 高津区区民生活に関わるニー
ズ調査事業

1,995

（◎は新規事業、○は拡充事業、☆は局区連携事業の予算）      　　　　　　　　 　          （単位：千円）　

事　　　業　　　概　　　要

◎ 地域連携による総合防災訓練
実施事業

☆ 3,212
◎ 地域交通環境整備事業

☆ 2,000

地域が主体となった高齢者の
見守り促進事業

☆ 1,144
健康づくり支援事業

792

○ 宮前区子育て支援事業

812

ecoゴコロプロジェクト推進事業

855

みやまえ太鼓ミーティング開催
事業

1,932

◎ 区制３０周年・アルテリッカ演奏
会開催事業

☆ 4,000

Ⅶ　地域課題対応事業その他経費

（◎は新規事業、○は拡充事業、☆は局区連携事業の予算）      　　　　　　　　 　          （単位：千円）　

区民がどのような施策・事業を要望しているか、区が実施している事業がどの
ように評価されているか、また、特定のテーマに関する区民意識などを調査し、
事業の執行方法の見直しや次期実行計画策定に向けた基礎資料とする。

事　　　　　業　　　　　名
Ⅰ　安全・安心まちづくり事業費

自主防災組織及び避難所運営会議の活性化を図り、地域の防災力を向上さ
せるため、避難所運営会議単位で防災専門家を派遣した出前講座を開催す
るⅡ　地域福祉・健康づくり事業費

Ⅵ　地域コミュニティ活性化推進事業費

公園を地域コミュニティを育む公共空間と捉え、遊び場、健康づくり、防災活
動などの拠点として活用を進め、地域コミュニティの活性化を目指す。区内モデ
ル公園において、公園ミーティング、公園を活用したモデル事業を実施する。

橘地区における地域資源を活用した地域活性化を総合的に推進するため、
「たちばな農のあるまちづくり」推進方針にもとづき、ファーマーズマーケット「さ
んの市」や親子料理教室、農作業体験、ウォークツアー等を実施する。

「音楽のまち・かわさき」推進の一環として、幅広く区民に様々なジャンルの上
質な音楽に親しむ機会を提供するため、東京交響楽団による公演を行う。

Ⅵ　地域コミュニティ活性化推進事業費

「公園体操」を通じて要介護の大きな原因である「生活習慣病」「高齢による衰
弱」「骨折・転倒」の予防を推進するとともに、地域コミュニティの活性化を推進
する。普及啓発のため講演会などを実施する。

Ⅲ　総合的な子ども支援事業費

子育て中の親子等が交流、学習する機会や場を提供し、相互支援関係を構
築し、子どもが健やかに育ち、子育てしやすいまちづくりを目指す。

Ⅴ　地域資源活用事業費

区内の多様な音楽資源を活用し、個性と魅力があふれ、愛着が持てるまちづ
くりを推進するため、様々な音楽イベントを開催する。

子育て中の親の立場に立った、より身近な子育て情報を区民と協働で発信・
提供して、子育てしやすいまちづくりを推進する。情報紙「ホッとこそだて・たか
つ」「あったかつうしん」等を発行する。

Ⅲ　総合的な子ども支援事業費

親の子育て力を養成し、仲間づくりや子育てグループの人材育成を図るた
め、その知識と技術を持つ公立保育園の人材を活用し、セミナーを開催する。

Ⅳ　環境まちづくり事業費

環境に配慮した暮らし方「エコ暮らし」について、区民による環境配慮行動や
設備の導入に向けた実践行動を促す。

Ⅴ　地域資源活用事業費

地域の文化・伝統を再認識し、個性豊かで魅力ある文化の創造をめざして、
区内に数多く残る民俗芸能や和太鼓の演奏を行う。

事　　　　　業　　　　　名
Ⅰ　安全・安心まちづくり事業費

　東日本大震災を教訓とした行政と地域が一体となった防災訓練を実施する。

Ⅱ　地域福祉・健康づくり事業費

高齢者の孤立化を防ぎ、地域で安心して暮らしていくために、区内の公営住
宅において、住民同士の顔の見える関係づくりを進め、地域主体の見守り活動
や居場所づくりにつなげるための取組を行う。

区民が健康で生き生きと生活していくため、身近な健康づくりや取り組みやす
い情報を提供する健康づくり情報紙を発行する。

行政拠点と商業拠点が分散していて一体感がない、山坂が多く移動の負担
が大きい、公共交通網が区内の一点に集まっていないという宮前区の地域課
題の解決に向けて、関係局と連携して交通網の整備に向けた検討を行う。



事　　　業　　　概　　　要
多摩区安全・安心まちづくり推
進事業

1,545

Ⅱ　地域福祉・健康づくり事業費
パサージュ・たま事業

108

○ 多摩区こども総合支援連携会
議事業

2,228
Ⅳ　環境まちづくり事業費
水辺の愛護活動事業

195
Ⅴ　地域資源活用事業費
 「音楽のまち・かわさき」多摩区
事業

3,887
観光振興・タウンセールス推進
事業

7,419
○ 多摩区区制４０周年記念事業

837
Ⅵ　地域コミュニティ活性化推進事業費
 市民活動支援事業

4,491

事　　　業　　　概　　　要

〇 麻生区安全・安心まちづくり事
業

1,597

高齢者見守りネットワーク事業

500

こども関連大学連携事業

1,618
◎ 外国籍等子ども学習支援事業

677

○ エコのまち麻生推進事業

1,702

○ スポーツのまち麻生推進事業

3,603
○ 区制３０周年記念事業

2,500

麻生区地域コミュニティ活動支
援事業

897

区民一人一人が取り組める身近なエコ活動を啓発し、区民や市民活動団体
等との協働による「エコのまち麻生」を推進するため、緑のカーテン、区役所中
庭の整備、環境団体の交流、各種自然エネルギー啓発イベントを実施する。

Ⅴ　地域資源活用事業費

区内スポーツ資源を活用した連携事業や区民が自主的に行うスポーツ大会
の支援を通して、魅力あるスポーツのまちづくりを推進する。また、新たにス
ポーツ情報のホームページ作成、区制30周年記念スポーツイベントを行う。

　区の魅力を市の内外に積極的にアピールしながら、集客力の向上、交流人
口の増加、地域の活性化につながる取組を進め、住み良い、賑わいと魅力ある
まちづくりを推進する。

　平成24年４月１日に多摩区区制40周年を迎えることから、多摩区の歴史や自
然に親しむ記念事業を実施する。

Ⅱ　地域福祉・健康づくり事業費

支援が必要な高齢者が地域から孤立することを防止するため、異変を早期に
発見して見守りや声かけを行う「高齢者見守りネットワーク」の拡大を図るととも
に、情報交換会を開催して情報の共有を図る。

　区におけるこども・子育てに係る市民団体などと区内こども関連施策実施機関
とのネットワークを形成し、協働による連携調整機能の強化を図り、「多摩区こど
も支援基本方針」に基づいた地域で子育てを支援する仕組みづくりを行う。

　憩える緑豊かな水辺づくりの観点から、流域の区民、市民活動団体等と協働
して美化活動を実施する。

　市の施策である「音楽のまち・かわさき」を多摩区でも推進するため、区民に
音楽芸術に身近に触れる機会を提供し、併せて多摩区の魅力をアピールする
ことを目的として音楽事業を実施する。

　安全・安心なまちづくりを推進するため、区民、警察、行政が連携し、防犯、防
火、交通安全、放置自転車対策等の活動に取り組む。

　区内の障害団体及び障害者施設等の活動紹介、普及啓発活動等を通じ障
害福祉への理解を区民に深め、障害者が地域とのつながりを持つことを目的と
して開催する。

Ⅲ　総合的な子ども支援事業費

「麻生市民交流館やまゆり」を通じて、市民活動団体が実施している事業を
支援し、地域におけるコミュニティづくりの活性化を図る。

Ⅲ　総合的な子ども支援事業費

平成24年７月に区制30周年を迎えることから、区民主体の実行委員会を中心
に記念式典の開催や記念誌、記念ビデオの制作を行う。

Ⅳ　環境まちづくり事業費

区内の大学と地域の連携を促進し、子どもと大学生の交流等を通じてより麻
生区に愛着と親しみが持てるまちづくりを推進するため、マタニティコンサート等
のコンサート事業や鶴見川流域を活用した子育て支援事業等を実施する。

外国籍や外国につながる児童・生徒の学習を地域で支援するため、授業中、
放課後等の個別支援及び市民館等での集合支援を行う。

Ⅵ　地域コミュニティ活性化推進事業費

（◎は新規事業、○は拡充事業、☆は局区連携事業の予算）      　　　　　　　　 　          （単位：千円）　

（◎は新規事業、○は拡充事業、☆は局区連携事業の予算）      　　　　　　　　 　          （単位：千円）　

事　　　　　業　　　　　名
Ⅰ　安全・安心まちづくり事業費

「麻生セーフティメール」の運用や区民、地域団体、行政機関等と連携した安
全・安心に関する取組を推進する。また、中高生を対象とした交通安全教育や
新たに高齢者を対象とした自動車教習を行う。

　市民活動の拠点として、平成24年１月16日に多摩区総合庁舎にリニューアル
オープン及び生田出張所に新設された「多摩区民活動・交流センター」の管理
運営を、区民と協働で行う。

事　　　　　業　　　　　名


